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「貧 困」単元構造「貧 困」単元構造

プロジェクト

千歳・富丘中学校

岡田 一之

貧困の要因は、個人の場合には、低賃金労働や失業、職が得られないこと、自身や家族、知人の病気

・介護・養育、借金の返済、浪費、無気力や反社会性人格などの人格障害、学生や浪人、見習い・研究

生等における無・低収入状態、災害等による家財喪失などが挙げられる。また、歴史的、地域的には、

一部の特権階級や貴族、多国籍企業などによる搾取が要因になることがある。

さらに、国家的、経済的な要因には、国家経営の破綻、戦争や紛争、人口爆発、耕作環境の悪条件・

悪化、富の再配分機能の不足、経済活動における不況、地域経済の低迷、インフレ、不適切な法律や規

制、教育機会の不平等などがある。

フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）

あるデータによると、１日１ドル以下というわずかなお金で生きている人が約12億人もいる。

また、1日約３万人（言いかえるとおよそ３秒に1人）の子どもが死んでしまっている。

地球には、地球に暮らす全員分の食糧があると言われ、また、多くの病気を治療できる薬もある。そ

れなのに、貧困の中で暮らす人々は、日々ご飯を食べることができなかったり、治せるはずの病気なの

に治せなかったりして、命を落としてしまうのが現状だ。

一つ一つの貧困の原因が編み目のようにつながっているのが「貧困」である。

３分野を横断的にとらえ、貧困の現状や貧困になる理由、抜け出せない理由を考えさせたい

貧困の連鎖 基礎教育が受けられない

膨大な国の債務 ＡＩＤＳ

手軽に入手できる武器 不平等な貿易ルール

貧困
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理由１「教育」

日本では、小学校と中学校は必ず通うことになっていて、授業料は無料。それは、国がお金を出して

いるためである。しかし、世界には、学校に一度も通ったことがないまま大人になる子どもが約1億150

0万人いる。これは日本の人口(約１億３千万人)に近い数字である。

また、途中から小学校に通えなくなってしまった子どもは2億5000万人以上。この子たちは、読み書

き・簡単な計算ができないまま大人になる。

(1) 教育を受けられないため
■買い物するときにだまされて損をする

■病気になっても薬の飲み方をまちがえたり、処方箋がわからないので薬をのめない

■エイズなどの深刻な病気にかかってしまう可能性が増えてしまう

(2) 学校へ行かない・行けない理由
貧しい国々では、教育のための予算が少なく、授業料を無料にできていない。たとえ授業料が日本人

から見ればとてもわずかな額であっても、それが払えない貧しい家庭がたくさんある。

例えば、以前タンザニアで、学校に通う費用が一年でたった5ドル（約550円）だったことがあるが、

それでも通えない子どもがたくさんいた。しかし、授業料が無料になったとたん、何百人もの子どもが

来るようになったという報告がある。

つまり、本当はみんな学校で学びたい。でも、お金のせいで行けない状況が続いている。

(3) 基礎教育を受けられない子どもたちは
■そのまま大人になり、親たちと同じ貧しい生活をすることになる

■すると、その子たちの子どももまた、学校に行けなくなってしまう

■そのまま行ったら、いつまでも貧しい家族は貧しいまま

だから、どこかで、教育を受けられる状況へと変化し、貧困を止めなくてはならない。教育は、貧困

が連鎖していく、その鎖を断ち切る力を持っている。

(4) 教育のある国・日本として
全人口が教育を受けられないとしたら、日本の将来はどうなるか？それと同じことが世界で起こって

います。

日本は、義務教育の無料化を行ってきて、教育の大切さ、教育が日本に与えてきた力を知っている。

だからこそ、日本が世界の教育について声をあげることは、説得力があり、非常に大切なことなのだ。

理由２「ＡＩＤＳ」

エイズにより亡くなった人の数はすでに2000万人をこえています。東京都の人口が約1200万人なので、

すでに東京を上回る規模の都市一つがエイズによって滅びてしまったことになります。また、現在エイ

ズにかかっている人の数は、世界で約4000万人と言われ、これはスペインの人口とほぼ同じ数で、世界

で150人に1人はエイズ、ということになる。

エイズにも薬があるにはあるが、今のところ、完全に治せる薬はない。したがって、継続して薬を飲

みつづけることが必要になる。つまり、薬を飲み続ければ死なないで済む病なのだが、貧しい人にとっ

て薬はとても高価であり、飲み続けることは極めて難しい。

また、エイズの薬が発表されたのは1996年だが、それ以降もエイズで死ぬ人の数は増加し続けている。

すなわち、薬が作られたとしても、それを買うお金のない貧しい人にとっては、なんの意味もなかった

ということになる。貧しいから、エイズになると死んでしまう。そして、お金をかせげる人がエイズで
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死んでしまうと、家庭はますます貧しくなる、そういう連鎖ができあがってしまっている。

豊かな国では、医療の発達でエイズは死なない病気に！他の人と変わらない人生が送れます。しかし、

貧しい国では、その薬が買えない。国も医療費が足りなくて助けられない。家計を助ける両親が亡くな

り、その子どもは生活が苦しく、学校にも行けない孤児となる。

母親がエイズにかかってしまうと、途上国においては、しっかりとした予防策をとっていない限り、

その母親から生まれた子どもの約３人に１人がエイズにかかってしまう。

また、エイズで親を亡くした孤児の数も増えるばかりです。現在でもそういう子どもは１千万人以上

いて、１０年以内には１億人を超えてしまうだろうと予想されているのです。

理由３「貿易」

食べ物が食べられなくて死ぬ人が世界にはいますが、それは人間が増えすぎたことを表しているのだ

ろうか？ 人間が増えすぎて、食糧生産が追いついていないから、仕方ないのか？

実は、そうではないと言われている。たしかに人間の数はとても増えてきていて、今では65億人にま

で達しているが、地球にはみんなが食べていけるだけの食べ物がある。それどころか逆に、アメリカな

どの豊かな国が、あり余るほどの量の食べ物を作っている。その余った食べ物は、とても安い値段で貧

しい国に売られている。

(1) 農家が困る理由
これはたしかに、一見いいことに見えるが、世界の最も貧しい人々は、ほとんどが農業などをして食

べ物を作ってお金を稼いでいる人たちである。

■一日1ドル以下のお金で生活をしている人は世界に約12億人いるが、そのうちの4分の3（９億人）

は農民である。

■本当にかかっているコストでは、貧しい人々の方が安く作物を作っていますが、その値段よりも安

く、アメリカやヨーロッパの農作物が国内に入ってきている。

■気がついたら、自分の国で、自分の国の作った作物が売れなくなってしまっている。

■換金作物を売って食料費や教育費を稼ごうとしても、輸出先も欧米の作物を買ってしまうため、売

れない。

(2) 欧米作物が安い理由
日本や欧米では、国がお金を補助し、農家を援助している。そのうち欧米では、貧しい農家よりも大

規模・大量生産のお金持ちの農家を応援するような補助金を出し、過剰生産を招いている。さらに、そ

の余剰分を海外で売るために、価格を海外のものよりも安くしてしまう別の補助金（輸出補助金）を出

している。そのため原価よりも安い価格で、作物を世界市場に輸出できることになる（ダンピング）。

結局、欧米から来る作物の方が安いため、貧しい国々で作られた作物は売れないということになる。

(3) 不平等な貿易ルール
もっとひどいのは、貧しい国々が豊かな国々へ作物を輸出しようとするときには、「関税」がかかり、

もともとの値段よりも高い値段で売らなくてはならない。つまり、値段を高くされてしまい、先進国で

は売れないままになる。

一方で、貧しい国々には「自由貿易」を押しつけて、関税を取り払うことを強要している。貿易ルー

ルを決める交渉のほか、途上国への融資の条件としても要求されている。そのため、豊かな国の補助金

をうけて作られた作物が、貧しい国の作物を市場から閉め出してしまっている状態。

つまり、どうがんばっても、貧しい国々がつらい思いをするようなルールになってしまっている。
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理由４「武器」

貧しい国では実に多くの武器が行きわたり、年間50万人、計算すると1分に1人、武器で命を落として

いる。

(1) 価格破壊
その理由の一つは、武器の値段が昔に比べてどんどん下がり、40年前と比べて約10倍、20年前と比べ

て約3倍、武器の値段が安くなっている。武器市場に大量の武器が流出し、価格破壊（値段が大幅に値

下げされ、価格競争が起こること）の事態にまでなっている。

例えば、ケニアでは、1967年には武器１挺に対して牛60頭分だった。それが、1985年には牛15頭分、

2001年には牛5頭分にまで価格が下落している。

(2) 公共サービスより武器にお金をかける
理由の二つ目は、教育や保健などの国民のためのサービスよりもまず、武器を買うことにお金を多く

使っていること。つまり、お金があまりない貧しい国だけど、人びとの生活をよりよくすることに使う

お金を少なめにして、その分武器を買うお金を多くしている、という現実がある。

(3) 生活の中に武器がある
貧しい国々では、生活の中に武器が入り込んでしまい、武器を持って戦うのを専門にする軍人たちよ

りも、むしろ普通の市民たちが武器により多く負傷している。

ちょっとした喧嘩などにもすぐ銃が使われたり、学校の登下校の際に流れ弾に当たったりする被害が

頻繁に報告されていることからもわかる。

また、学校や病院も脅かしています。武器だらけの危険な場所にある学校では、生徒も先生も身の安

全のために登校できなくなったり、先生が違う地域へ引っ越してしまい、学校がつぶれてしまうことも

ある。

(4) 武器の不正使用をやめさせる
武器が不正に使用されることを止めるためには、武器の供給側、つまり武器を作って売る側からの取

り組みを見直すことが必要だ。

例えば、武器を作り輸出している国は、武器を売る際にもっと慎重になるべきである。武器が不正に

使用されたり、闇市場に流出してしまって管理が行き届かなくなるような場合には売らない、と決める

ことで、武器市場はずいぶんと改善されるはずである。

理由５「債務」

お金を借りたら、少しずつでも返さなくてはならないが、債務をかかえた国は、お金を返さなくては

いけない分、国の中のことに使えるお金が少なくなってしまっている。

(1) 国の社会サービスがない
病気になって医者に診てもらうのは、実はかなり高い金額がかかっている。日本のように国がサポー

トしてくれなければ、医者にかかれないという事態がおきる。

日本では、国民健康保険により医療費のうちの７割程度を、国が払ってくれる。だから医者にかかっ

ても、かなり安く済む。例えば、治すのに１万円かかる病気だったら、そのうち7000円を国が払ってく

れるので、病気の人が払うお金は3000円ですむ。

しかし、開発国では、国の債務の負担が大きく、まず返済が優先されているため、国民の医療費の一

部を払う余裕がなく、全額、自分で負担しなければならない。もちろん貧しい国の人びとは、自分の生

活も苦しく、お金の余裕がないので、病院に行くことができない。
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(2) 返済か命か
借りたお金を返すことは当然のことなのだが、債務に苦しむ国では多くの人が病気になったり、さら

には死んでしまっている現状を考えると、命の救済を後回しにしてまでお金を返せ、と言うのはちょっ

とやりすぎではないか、と考える人も増えてきている。

(3) 債務帳消しの負債データ
債務の利子返済だけでも、その国の人びと全員の命が犠牲になっている。しかし、先進国が「利子は

返済しなくてかまいません」と言った場合、先進国の人々が一人あたり負担する額は、280円です。

債務を全て帳消しにすることで、その国の人びとは教育を受けることができ、命を保証されることに

なる。先進国が「債務を返済しなくても構いません」と言った場合、先進国の人々が一人あたり負担す

る額は年間1500円です。つまり、１年間に１日だけランチを節約すれば、債務に苦しむ国の人びとが、

教育や医療サービスをうけられるようになり、多くの人の人生が変わると言うことになる。

関連１「教育とＡＩＤＳ」

エイズにかからないように予防するのが一番。そのためには、エイズにかからないですむ正しい方法

を知らなくてはいけない。

■きちんとした保健教育を受けることがまず必要

■学校で読み書きなどを学ぶとともに、エイズにならないために私はこうしたい、あなたにはこうし

てほしい、というように、意思を言葉で伝える態度・能力が欠かせない

■エイズに感染した人も、相手にエイズをうつさない予防策を知っていることが必要

■実際に読み書きなどの初等教育（小学校など）をうけることができた人に比べ、ほとんど教育をう

けられなかった人は、2.2倍も多くエイズにかかっている、というデータがある。

■男子よりも女子の方が学校に行かせてもらえないことが多いことから、エイズは15歳から24歳の間

の若い女性の間でもっとも急速に広まっている。

教育は、今、身を守ることだけではなく、将来にわたって家庭を守ることにも役に立つ。

■教育を受けることができた子どもは、教育を受けていない子どもに比べて、将来多くの収入を得る

ことができる。

■収入が多ければ、自分たちの子どもも学校に通わせて、エイズに対する正しい知識・態度を身に付

けることができる。

関連２「ＡＩＤＳと貿易」

貧しい人々が治療する方法は一つ。実は、ジェネリック薬と呼ばれるものがあります。

■ジェネリック薬とは、もともとの薬とまったく同じ成分と効果を持ちながら、値段が安くなった薬

のこと。

■たとえ貧しい国であっても、ジェネリック薬を使うことができれば、多くの人が薬を手に入れるこ

とができ、治療を受けられるようになる。

しかし、特許（知的財産権）がある。

■会社が新薬を作ったときも、それは特許によって薬の発明から最低20年間守られる。

■実際、TRIPS協定では、他の会社が同じ成分の薬をもっと安く作ったりすることをきびしく禁止し

ている。
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■しかし、それだと貧しい国々が困るので、国民の健康を守るためであれば、国内でジェネリック薬

を作ってもよいことになったが、製薬会社がたくさんあるアメリカが、自分たちの利益を守るため

に圧力をかけているため、貧しい国々はジェネリック薬を作れないのが現状（そもそも、多くの貧

しい国々は薬を作る技術を十分にもっていないため、薬を作れる他の国に頼むしかない）。

関連３「貿易と武器」

■武器はその貧しい国で作るのではなく、豊かな国々から輸入している場合が多い。

■世界で武器の輸出量ベスト5は、1位アメリカ、2位フランス、3位イギリス、4位ロシア、5位中国。

■これらの5つの国は、国連の安全保障理事会の常任理事国。

■実際、武器の貿易に関して、やっていいこと、いけないことをきちんと決めた条約を作ろう、とい

う運動も起こっている（武器の犠牲をなくそう、「コントロール・アームズ」キャンペーン）

■日本は自分たちの生活をより快適なものにするために、自分の国にはないさまざまな資源を貧しい

国々から買っている。たとえば、石油やダイアモンドなどは、貧しい国々から掘り出されてきたも

ので、そういう資源を売ることで、貧しい国々は多くのお金をかせぐことができる。

■しかし、貧しい国々では内戦が起こっていることが多く、仮に対立するグループが資源を売り、お

金をかせぎ、武器を手に入れてしまったら、内戦はもっとエスカレートしていまう。

関連４「武器と債務」

現在、42もの国々が、重債務貧困国といって、とても返せる量ではない債務を持ってしまっている。

そして、その借りたお金は、本来は国をもっと豊かにしていくために使われるべきなのですが、実際

は必要以上のお金が武器を買うために使われている。ここでいう債務というのは、そもそも、人びとの

生活を改善する手助けとして、豊かな国から援助を行う一環として、貸してもらったお金のことである。

■しかし、貧しい人びとの生活を改善していくために必要なものは、武器ではない。教育を受けられ

る子どもの数を増やすとか病院の設備を充実させるとか、そういうことのためにもっとお金が使わ

れるべきなのだが、実際には情勢が不安定だったり、貧しい国の政治基盤が安定していなかったり

する理由で、武器の売買にお金が流れているのが実情です。

■つまり、お金はただ貸せばいい、ただ援助すればよいというわけではなく、しっかりと使い道を明

示して約束することも大切である。

ただ、お金を貸す側の国々が、実は世界でも代表的な武器の輸出国である。

■武器貿易が今までコントロールされず、貧しい国々は援助されたお金で武器を買い、そして豊かな

国々も、武器を売っていた。例えば、武器の輸出量が多い国はアメリカ、イギリス、フランスで、

これらの国は、1998年～2001年の間、貧しい国々に援助をしたお金よりも、貧しい国に武器を売っ

てもうけたお金のほうが多い。

そして、貧しい国々は武器だらけの安全のない状態になり、しかも債務がたくさんつもってしまって

います。

■大事なのは、当然武器の貿易をきちんと管理していくことである。自由に売ったり買ったりさせて

おかずに、貧しい国々の社会に武器があふれ、不正に武器が使われることで彼らの生活が破壊され

ないよう、武器の輸出国は責任をもって監視することが重要。

■同時に、債務を一度帳消しにして、債務に苦しむ国がもう一度新しいスタートを切れるようにして

あげることも方法のひとつである。
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関連５「債務と教育」

貧しい国の努力がもちろん必要。その上で、わたしたちも協力できる方法は、貧しい国々の債務を帳

消しにすること。

■債務は利子のため年々増えつづけている。

■貧しい国々はその利子を返すためだけに、教育などの国民への社会サービスに使うお金を減らして

いる。

■しかし、もうお金を返さなくてよくなったなら、貧しい国々は教育のために多くのお金を使えるよ

うになる。

■すると、学校に行くのにかかるお金が日本のように無料になり、貧しい家庭の子どもでも学校に来

れるようになる。

参考資料 オックスファム・ジャパン

http://www.oxfam.jp/

●貧しさの根源

南の国（以下、途上国）が貧しくなったのは、昨日今日のことではありません。それを探るには、お

よそ100年前からの歴史を知らなければなりません。アフリカに至っては500年前からの歴史を、です。

19世紀以来、途上国の多くは、先進国（列強諸国）の植民地や隷属国の状態に置かれました。その結

果、先進国の工業や食料のための原材料の生産地にされました。つまり、綿花、落花生、砂糖、バナナ、

コーヒー、鉱山資源等、一次産品のモノカルチャー（単一栽培）経済が強制されたのです。

アフリカの貧困化の出発点は、奴隷貿易です。15世紀からの400年にわたり、最も働き盛りの青年男

女２千万～４千万人も暴力的に連行されたのですから、その後の経済発展はたいへん厳しいものでした。

第２次世界大戦後の政治上の独立を経て、多くの途上国はモノカルチャー体制を解消しようとして、

工業化をめざしました。「安い一次産品を先進国に輸出し、高い工業製品を輸入する」という経済構造

を変えるためです。

しかし、この60年間、工業化に成功し貧困国から抜け出せたのは、韓国やシンガポールなどほんの少

しの国でしかありません。確かに、中国やインドなどが現在「世界の工場」として躍進していますが、

国内に膨大な貧困層を抱え、貧富の格差が激しい状況です。

なぜ、多くの途上国は貧しさから抜け出すことができないのでしょうか？ 結論的に言いますと、１）

工業化の失敗なども含め多大な債務を背負ってしまった、２）貿易面でただでさえ不利な上に、得意の

農業分野でも先進国に負けるようになった、というのが主な理由です。

以下、これを具体的に見ていきますが、３）途上国支援（開発援助）のあり方についても探っていき

たいと思います。

●債務問題

戦前戦後を通して途上国の経済は、「安い一次産品の輸出、高い工業製品の輸入」という構造は変わ

っていません。その結果、貿易赤字が続き、先進国に富（GDP）が流出するとともに、工業化の道が阻

まれてきました。

貿易（経常収支）赤字の国は、外国から資金を借りて赤字分を埋め、支払いにまわさなければなりま

せん。ですから、赤字が膨らんだ国は債務問題に直面することになります。

1980年代に入り、ラテンアメリカなどが工業化にまい進しようとしましたが失敗し、ぼう大な債務が

残りました。この時、ほとんどの途上国が債務危機に陥りました。

アフリカにおいては、独裁政権の多くが、欧米の旧宗主国の利権確保のために維持されてきました。

東西冷戦もあって、欧米諸国が援助合戦を行いましたが、その多くは、独裁者やその取り巻きのフトコ

ロと援助国の民間セクターにとどまりました。そしてそれが債務として残っているのです。

今日、アフリカ全体では3350億ドルという債務を負っており（途上国債務総額の約14％）、1日あたり

の返済は７万ドルほどになります。この債務返済のため、各国政府は教育、保健・衛生、栄養予算の削
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減や緊縮財政を強いられています。この結果、アフリカの人々は20年前より40％も所得を減らし、エイ

ズなどの感染症の蔓延とあいまって平均余命もおびただしく短くなり、40歳未満になってしまった国が

28カ国にも上っています（世界全部で29カ国）。

ミレニアム開発目標を達成するには、直接貧しい人々の生活と命に直結する債務返済問題に終止符を

打つこと、つまり貧困国の債務の100％免除が求められています。

●貿易問題

「安い一次産品の輸出、高い工業製品の輸入」という構造が貿易問題の出発点であり、貧困問題の出

発点でもあります。というのは、世界の貧しい人々の４分の３以上を占める９億人が農村地帯に住み、

農業関係に従事しているからです。

今日貧困をもたらしている大きな原因は、途上国の農業が立ち行かなくなっていることです。それは、

第一に、熱帯性農産品（コーヒー、バナナ、砂糖、パーム椰子など）の価格がもともと安い上に変動も

激しく、きわめて不安定であること。第二に、途上国より安い農産品が先進国から輸入されるようにな

ったこと、によります。

前者については、かつて試みられた「一次産品安定化基金」のような措置をWTOの外につくり、熱帯

性農産品の価格安定を図らなければなりません。

農産品については、もともと途上国の方が比較優位にあったにもかかわらず、欧州や米国が輸出補助

金や貿易につながる国内補助金をつぎこみ、農産品を非常に安くすることができたからです。いわば欧

州や米国は農産品をダンピング（不当廉売）しているのです。

その農業補助金ですが、先進国は１日あたり10億ドルを費やしています。世界の政府開発援助（ODA）

総額の５倍にも上ります。

ところで、WTO（世界貿易機関）ではダンピングは違反です。しかし、欧州や米国は政治力をもって

農業交渉を本来の自由化ルール（ダンピングも補助金もダメ）よりも緩いルール（一部認可）にしてし

まったという経過があります。

このように、途上国の農業を破壊し、貧困を増幅させている欧州や米国の農業への補助金は直ちに撤

廃されるべきです。つまり、貿易の公正化が求められています。途上国の農業が再建され、生産者が保

護されるならば、貧困問題は半ば解消できたといっても過言ではありません。

●開発援助

途上国への支援は、この100年間の歴史（アフリカでは500年）を考えれば、開発が遅れた貧しい人た

ちを助ける、助けてあげるといったレベルのものではない、ということを肝に銘じたいと思います。

2000年の国連ミレニアム総会では、「貧困は人権の侵害であり、したがって貧困からの脱却を支援す

ることは慈善ではなく、人類の『責務・義務』の問題となった」ということを確認しました。つまり、

途上国への支援は私たちの「責務・義務」になったと言ってよいでしょう。

途上国への支援が義務であるとすれば、その第一の評価基準は、1970年の国連総会で「援助国は国内

総生産（GNI）の0.7％を政府開発援助（ODA）にあてる」と採択したが、その数値目標を守らせること

でしょう。現在、この目標は北欧等の諸国が達成しており、英国、フランス、ドイツは2015年までに達

成するタイムテーブルを提出しています。日本と米国はまだ達成公約をしていません。

第二には、ODAの質の問題で、貧困削減や社会開発に向かう援助として、１）どれだけ最貧国（LDC）

に供与しているか、２）どれだけ基礎的社会サービス分野（基礎教育、基礎医療、栄養、安全な飲料水

および公衆衛生）に供与しているのか、が問われています。残念なことに、日本は１）も２）も援助国

22ヵ国中最低の水準となっています。これは日本のODAが、アジア向け、経済インフラ中心というあり

方に起因しているからです。

私たちは、アフリカなど本当に貧しい国へ、しかも基礎的社会サービス分野中心へと日本のODAのあ

り方を抜本的に変えていくことが求められています。

参考資料 ほっとけない 世界のまずしさ

http://www.hottokenai.jp/index.html


