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【要約】

世界農 業白書 (1969年〉

松 尾 兎 洋

最近いろいろの分野の白書が続々と刊行され， 白書ブームの観があるが， これはよ

いことである。一つのジャンルの実態や展望を一冊にまとめて世の批判に問うこと

は，それ I~体の究明と一般の理解を深め，協力をもとめる上に大いに役立つものであ

るからである。

本書は国連 FAO（食糧農業機関）の編集刊行になった THEST A TE OF FOOD 

AND AGRICULTURE 1969のいわゆる世界農業白書の全訳である。国連関係の世

界調査網を通じてまとめたものだけあって，その内容についてはすでに定評のある F

AO定期刊行物のーっとなっている。

白書は第1章「世界概観」，第2章 「地域別概観」，第3章「農業マーケティング改

善計画 。最近の経験にもとずづ若干の教訓｜」，第4主主「林業開発を促進するための制度

の近代化」の 4章から構嘆されている。

第1章 「世界概観」

第 1主主においては，まず主要農業品の生産と して， 小麦の生産が1968年には14%（申

びを示し，3億 800万トンの記録を示したが， これは開発途上国ではと〈に顕著であ

り，インド，パキスタン，北アフリカなどがあげられている。 これは天候にめぐまれ

たことと，作付面積の増大が原因である。主要穀類は全体として増加を示したが，生

産が落ちたのはトウモロコシであるが， これは主と してアメリ カの計画的生産削減に

よるものである。 その他では砂糖の総生産がわずかであるが減少した。コーヒーとコ

コアの二つは1968年の生産は低下した。 コーヒ ーの場合は1967年の干ばつと寒冷な気

候などでブラジノレのコーヒー収穫がこの12年間の最低水準にまでなったことである。
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ココアの場合はこの主要生産地であるナイ ジエリアが大雨や長雨によって 大きな被害

をうけて，ア フリカ西部のココアの作柄が低かったことによる。茶の生産は世界全体

の伸びはわずかであったが，近東とアフリカ東部は豊作の レコ ードをつくった。

原料作物のなかでは，綿花の世界生産は 1年前の後退から11%も回復している。 ア

メリカにおける栽培面積の割当はふえ，また天候も良好であり，その上ブラジノレ， コ

ロンビア， アルゼンチンでは政府の栽培農家に対する奨励策が生産を刺激したのであ

る。世界のゴム生産は西マレー γアの大きな伸びによって約 6%上昇し， 260万 トン

に達した。

つぎに水産物についてみると， 1968年はほぼ 6%上昇して 5,800万トンに達した。

先進主要水産国のうちでは，／ノレウェーとアイスランドのみが前年にくらべ漁獲高は

大きく下回った。 後進主要水産｜亘の多くは生産は増加しとくにラテン ・アメリカや

東南アジアではふえ，共産圏諸国も水産の計画目標は完遂されたといわれる。

世界の林業生産は1966年と67年には停滞していたが， 1968年にはいちじるしい回復

がみられた。原木の生産は 2%伸びたが，薪炭材の生産は，先進国の生産減が開発途

上国の生産増と相殺され．ほとんど変りはなかった。 しかし工業用原木の生産高は

約 3%上昇した。 この上昇は北米 （4 %）がもっともいちじるしく，アフリカの生産

量も相当ふえた。 ヨーロヅパの原木生産は経済成長の上伸と， 1966～67年中部ヨーロ

ヅパを襲った暴風雨による風倒木の処理の過剰生産のためようやく 立直りをみせた。

林産物のなかでは針葉樹が4.5%伸びて 2億 9,300万 m＇のレヨードに達した。この伸

びのうち，北米の伸びがとくにいちじるしく， ここでは建設産業のブームにもとつく

需要は強〈，供給は逼迫した。これとは対照に，広葉樹製材の世界生産は 1968年には

依然、してと横ばいであったが， これはほとんど輸出用に向けられるア ゾアやアフ リカ

の生産増が北米の生産減と相殺されたからである。

木材パネノレ製品は過去 2年間平均伸び率を下回っていたが， 1968年になって再び伸

び始めた。 合板の生産は7～8%ふえて約 2,800万 m＇に 達したが，これは北アメ 1

カの伸びと北米市場向けのア ゾア諸国の伸びが顕著である。

以上総括的に「位界概観」を詳細な統計資料を基として述べたあと，

第2章 「地域別概観」

と題して，世界を西欧，東欧とソ連，北米，大洋州，ラテン ・アメリカ，極東，近東

アフリカの八つの地域に分けて，詳述している。

まず， 「西欧」においては農業総生産は1968年は前年に比べ約 2%伸びたが， これ

は畜産物生産が大きく増えたためで、ある。急、を要する当面の問題は酪農製品 （とくに

バタ ーと乾燥脱脂ミノレク）と穀物，砂糖の過剰生産とその処理である。 またとくに生

産性を高め，農業従事者と非農業従事者間の所得の格差を縮小し余剰生産を防止す

るため農業構造のいっそう急速な近代化を目的とする政策や計画への関心が高まって

きたようである。南ヨ ーロッ パの比較的工業化のおくれた国々では農業開発は依然と
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して高度の優先順位をちけている。

漁業生産についてみると， アイスランドのニシン漁は1966年度の水揚げの半分以下

に落ち，またノルウヱーのニシン漁も不振であった。 しかしデンマ－？，アイルラ

ンドーの総水揚高は大きく伸びている。 ヨーロ ッ パの漁業経’~；上の構造的ノミランスや能

率を向上させるために，一部の水産閏では装備の大規伎な再編計画に乗りだしてい

る。 ノノレウェ ーでは巾着網式漁船からいっそう専門化した漁船や トローノレ工船へと投

資を娠り替えつつある。西ドイツでは政府が深海漁業の構造的諮理統合促進政策を樹

て，イギリスの大手漁業会社はその トローノレ漁務の合併のため折衝を始めた。林業生

産についてみると，針葉樹の生産はいちじるしく伸び，レコードを作った。 これは製

材二I；場の多くが針葉樹に切替えたためと思われるが， 一方広葉樹の生産は1968年には

この10年来始めて低下した。 合板の生産はやや伸び，せんい板の生産はやや低下し，

紙パノレプ，板紙とヶ：カノレパノレプの生産も設備の改善にf、下って上井した。 西欧におけ

る林産物の需要の増大に伴って，その林業政策もこれを反映し，農業政策や農業構造

改革によって林地の鉱大を計り， また原料の供給源外としての森林の役割を再評価す

ることになろう。最近の森林調査によると，商欧諸国の森林蓄積はいままで推計され

ている以上多く，今後の林業政策との調査にもとついて再検討を余儀なく されている

しまた西欧のように所得が上昇し，人口密度が高くなると， レクリエーションや観

光の Fl的のために森林を利用するものがふえ，森林の価的判断に新しい面が生まれて

きた。また北イタリアにおける破局的洪水は， 流域管理や流量調節の森林の役割がL、

かに重要であるかを示唆している。

東欧とソ連の経済は1968年も依然急速に伸びたが， これは工業生産の伸展に主とし

てよるものである。 しかし，農業生産は悪天候，ことに長い春の干ばつのため横ばい

となった。ソ速は工業生産も農業生産も伸びた。若干の気象的悪条件にもかかわら

ず， 東欧の生産が1966年と67年の最高水準を紛持できたことは，近代的技術を利用し

たこと，および近年の重要政策の転換によるものである。 さらに詳述すれば，農場機

械，肥料，殺虫剤の利用がうまくなったこと，穂子の改良開発，濯j既面積拡大などに

よるものである。過去数年にわたってソ連と東欧諸国は農業の立場や成績を向上さ

せ，さらにこの部門を一般経済と連けいさせることにかなりのウエイトをおいた。 こ

のためにいくつかの経済施策が導入され，生産者価格は引き上げられ，農家への融資

の幅は拡大され，農民は自分たちの耕作活動を計画し実行ーした。 ソ連では1959～64年

の開設業開発ベースが若干落ちたが， 1965年以来一連の奨励方法がとられてきた。土

地の有効利用のため， 1968年12月の法律にもとづき， 急進的な新しい措置がとられる

ことになっている。現在から1975年にかけて，この国のすべての農地は，その物理的な

特徴にしたがって分類されることになり， また1917年にいわゆる土地台帳の制度が廃

止されて以来初めてその経済的価値や土地の区画が再編成されることになっている。

この新規措置の枠内では，どの集団農場も， どの国営幾場も自分自身の長期計画を作
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戒することになり， これによ って農民に強制してあまり にも多種の作物や非経済的な

作物を作らせた過去の誤りが正されるこ とになるとおもう。

つぎに「北米」についてみるに， アメリカの農業生産は前年度の記録的水準をいく

らか上回るものがあったが， これは政府の生産抑制計画が効を奏したものといえよ

う。 小麦の生産は栽倍面積が減ったにもかかわらずまたまた増加し米の生産も 7年

間連続して増加した。また油類種子の収穫も伸びたが， これは大豆の作付面積の増加

と，綿実および亜麻の生産が大きく｛rjlびたためで、ある。 しかし，飼料穀物の生産は，

とうもろこしと粒状こうりゃんが減収となり ，大麦とえん麦が増収となった。廿烹の

生産は落ちたが，てん菜は1962～66年の平均を20%上回る記録的数字を示した。食肉

生産はレコード水準に達したが， ミノレクの生産は1967年水準にわずかにおよばず減っ

たが，これは乳牛の頭数が依然と して減ったからである。パターの生産は落ち，反而

千ースの生産はふえている。

一方カナダの1968年の農業総生産は1967年氷準を約 7%上回ったが， それでも1966

年にはおよばなかった。穀物収穫は全般的に沼録的水準であり ，小麦の場合，収量の

増加は植付而積の多少の減少を補ってあまりがあり， したがって生産は10%の伸びで

あった。丙部草原諸州では，寒い湿気の多い気候のため作物の成熟と収穫がおくれ，

一方大麦，えん麦，とうもろこしの生産にも大きな｛1わびがみられ，亜麻仁の生産は19

67年の 2倍になった。食肉の総生産は午肉と子牛肉の増産で， 1968年にはレ コートーを

樹てた。牛乳，パタ ー，チーズの生産は一様にふえた。

カナダとアメリカの漁業生産は1967年を上回った。合計 140万トンに達したカナタ

水揚高の10%増は主として沿海諸州、｜の好調なニ シン漁およびブリティソシュコロンビ

ア州のサケ漁の好調によるものであった。 アメリカ製品の伸びl土主としてフ ィソ シー

ミーノレと魚油に使われる魚種に見られた。人間の食用 となる若干の魚種の水妨げもま

た伸びている。 ワシントン州やオレコン州のサケの漁獲は減り，このためサケの縫詰

の生産は減少した。ただメイン州漁業の好成績でイワシ縫詰の生産は1954年以降の最

良で、あった。

林業生産についてみると，北米における建築部門のブームによって1968年は用材の

増産とともに製材品の価格は昂騰をつづけた。針葉樹製材品と｛I仮もその生産はいち

じるし〈伸びナこが，広葉樹製材は低下ししたがってス トソクと輸出も低減した。総

稚板の生産l主再び伸び始め， 1968年にはピークに達し， パーティクノレボードの生産も

増加しつづけ，中1＼；， 板紙はほとんどの銘柄も土台産し 値段も漸次強含みとなってきた｝

「大洋州｜」についてみると， オーストラリアの農業総生産は1968年には記録的水準

に達し 干ばつに悩まされた1967年を19%も上回 り， 1966年の記録を 8%も上回っ

た。天候にもめぐまれ，作付面積も1966年を上回った。小麦の収穫は 5億 3.540万フ

ノシェノレ（1,450万 t）と惟定され， 1967年のほとんど 2倍に達した。小麦以外の主要

作物一一一 1~－ 1.＼たえん麦ー，大麦，馬鈴撃とタパコーーーも またいちじるしいfij1びを示し．



IC:尾世界農業白書 (1969年〉 129 

綿花， 米，こ うりゃん，亜麻仁も増産した。 1968年の羊毛の収穫量は 879,000 tの記

録 と推計されている。

ニュージーラγ ドの1968年の農業総生産も緩慢に 4%の伸びを示した。羊毛収穫量

は333,000 tと推定されている。

「ラテン・アメリ力」での1968年の一般的の経済動向は良好であった。データの入

手できるラテン ・アメリカ20ヵ国の国内総生産（GDP）は，実質額で5.5%の上伸と推

計されたが，これに対して前1967年は4.5%. また1960～66年間の年間上昇率は4.6%

であった。 これは1968年，アノレゼンチン，ブラジノレ，コロ γピアおよびメキシコの経

済活動が加速度的に伸びたことを示すものである。成長率で前年水準におよばなかっ

たのは，パナマ，パラグアイ ，ペノレーのみであった。設業主要作物のなかではJ、麦，

とうもろ こし，砂糖，バナナ，牛肉，コーヒーの生産に 4～19%の減産がみられ， 米

と綿花のみいくらかの増加がみられた。

ラテン ・アメリカは位界最大の森林資源にめぐまれているが，現実の生産が不十分

なので年間 3億アメリカドーノレに相当する輸入を余儀なくされている。たとえばブラジ

ノレの生産性の高い森林はほとんどその国土の半分をおおっているが， この地域のわず

か15%が開発されているだけで， この閣はその消資する木材パノレプおよび紙の約3分

の1を愉入している。 1968年には数刀国て、林政業務の再編成が行なわれた。すなわち，

アルセ‘ンチンは農務省内に天然資源更新国家指導部を創設し， またボリビアもその林

業業務を天然資源更新指導部への統合の途中にあり， コロンビアでは天然資源開発の

ための機関が設置され，これは森林資源の利用を規制し，森林蓄積調査を行ない，水

源や地力の温存とか野生動物とかのために必要な土地を管理するものである。森林の

利用度の向上はラテン ・アメリカの大きな目的の一つであり， たとえばホンジュラス

ではオランシ ョ州の森林開発事業計画へ 1(@'. 1, 000万ドノレが投下されている。グリビ

アでは90万 haの森林調査が行なわれている。丸太の搬出はラテン ・アメリカの森林

開発の主な妓術的溢路であることは依然変り l’土ない。 この問題解決策の 1っとして50

万 ha以上の森林伐採を促進するために丙アンデス山脈に林道建設の計画がある。

「極東j内の開発途上国は1968年はかなりいちじるしい経済成長を示した。 セイロ

ン， lド：閏（台湾），韓国，マレーシア，パキス タンの 5ヵ国はGNPで8%以上の仲びを

示 し，フィリピン，タイは6～7%の伸びであった。 これら多くの国の成長は農業生

産の犠1；日に負う ところが多い。 しかし 2年も下ばつをうけた緯国と中｜君の GNPの

i申びは工業化と製品輸出の増加によるものである。農業生産の増加l土地理的に広範囲

にわたり，開発途上国10ヵ国のうち 7ヵ凶は少なくとも 4%の伸びを示し，このなか

にはインド，インドネ γア，マレー γア，パキスタンがふくまれている。極東諸国の

主食である米の生産は，韓国とへトナム以外は上昇し， 1968年の生産量は l憶4,600

万トンに達し，また小麦の生産もインド，パキ久タンを主とし 2,400万 1に達した。

1968年のインドの食用穀物総収穫は 1億 1,500万 tのレコ ードに達した。極東諸国の
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茶の生産量は，セイロ γとインドを主とし， 76万トンに達した。 コムの生産l主マレー

シアとタイを主とし，その生産量は245万トンに達した。綿花l主パキスタンとマレー

シアはやや増収があったが， インドの減収によって全体としては前年度を下回った。

一方，中共では豊作が報じられていたにもかかわらず. 1968年12月3日の新華社の

報道によ ると農業総生産の増加は示されていなかった。ただ地域別の報告によると，

南部では標準以上の雨，北部では機準以下の雨とな り，早場米，冬小麦，および馬鈴薯

の減産によって食用穀物の総生産は1967'.fドの不作をさらに下回ったとおもわれる。 中

共の私有地における養豚は政府はひきつづき奨励し， 1967年の飼料の豊作からこの養

豚事業の今後の進展が予想される。 この！同の農作の主因l主多毛作の増加，除草機の大

規模利用および稲作機の導入などであるが，施JI巴や水管理上の進歩については何ら報

道されす＼これら施肥や濯瓶はし、わゆる文化革命，とくに経済的，行政的不手際から

進歩を阻害されたものとおもう。小私有地を減らしたり，なくしたりするため， 1968:

年にはいろいろの施策が公表されたが，大した効果はなかったようである。

「近東」地域諸国のうち．イラク，イラン，イスラエノレの国内総生産（GDP）は，

10%以上の増長があると推定され，キプ口ス，シリア， トルコもかなりの経済！友長を

示した。近東地方の1968年の農業生産はわずか約2%ふえたにすぎない。これはこの

7年間の最少の伸びであり，前年の 5%の伸びと10年間の平均成長率 3.3% と対昭、を

なすものである。近東地方の農業生産は降雨量によって大きく左右される。産品別に

みると，穀物（主減産し綿花と畜産：日：は増産した。野菜の生産も増加した。 小fr~ も米も

3年連続の増加のあとで，それぞれ 2,100万 t'440万 トンに達しこれは最高であっ

た。一方， トノレコの大麦， スータンのこうりゃんの減産がみられた。この地峡の綿花

の生産は 5%伸び， 1965年のレコードにほぼひとしいものであったが， ただアラブ連

合共手口国だけは，とくに米にくらべて綿花の収益が低かったc

最後に「アフリ力」についてみるに， THアフリカでは激しい干ばつ． また丙部沿岸

地方では洪水と干ばつの両者によってこの地方の穀物の作柄は前年度の尚水準から大

きく後退した。 これに反し東部アフリカでは食糧生産は平均を上回り，アラブ系ので

グレフー諸国は穀類の笠作にめぐまれた。

主要作物のうち，小麦と大麦の生産は63%もふえ， モロ ゾコでは小麦の生産(j:2倍

以上になった。 とうもろこし，こうりゃん司あわの生産It減少した。米の生産も低下

し，とくにマ夕方スカノレがし、ちじるしかった。二｜ヒアフリカのオリーブ円｜｜の生産lt50%

も伸びた。 アフリカがベノレ－，ノルウェー，アイ スランドと並んでフ， .ノ シニミ ーノレ

と魚、油の世界主要生産国となっているのは， 南アフリカの記録的漁獲があったためで予

ある。 モロ ッコでは水揚量と輸出が減ったが，新たに漁業国家機関である 1つの行政

機構を1969年3月に設置した。 これは漁彼能力を力~I工設備に調和させ．また輸出市場

を開発して＝ ストの引下（ずを果たそうとするものである。 目下東部アフリカ諸国で行

なわれている漁業開発計画は，内陸湖沼での漁業の近代化とマーケテ ィングの改善に
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焦点を合わせている。林業生産については正維な数字は得られないが，燃材および産

業用材とも多少増産したとみられるが，総伐採量中に占める後者の割合は小さい。象

牙海岸およびガーナの広葉樹材の増加は顕著で、ある。西アフリカではまれにみる激し

い雨期に悩まされ，これがため伐採，搬出作業はし、ちじるしく阻害された。 もしこの

事実がなかったとする と，海外からの熱帯広葉樹の需要増加からみて，伐採量はかな

り上回ったものとおもわれる。一般に広葉樹材の生産はふえ，とくにガーナと象牙海

岸で、の増産はし、ちじるしかった。木材輸出余力は貯蔵能力が限られているため制約さ

れ， これと熱帯材に対する相変わらす．の強い需要， とくにヨーロ ッパにおけるそれと

がからみ合って，価格を吊り上げる傾向があった。

森林はアフリカ諸国で主要な天然、資源、の 1つであり，林産物の需要は急、激にふえて

いる。一部の国々では外貨獲得のため，林産物の国内加工に努力を傾倒している。ガ

ボンで、は里山地帯の森林を保留し， 加工工業を設立するときの融資方法を計画実施中

である。かかる事業に関連する利益は， 多くの樹種の利用や，その地域に補助的な産

業を併置できることである。 すなわちカボンでは林道や港湾の建設による新しい地域

の開発に関心が注がれている。 コンゴ（ブラザヒソレ）では60万 haの林地を開発する

ための 100km林道を建設し，また象牙海津で、は道路と港湾を建設する計画がある。

また，造林事業も活発化し，年間平均造林面積8万 haに達した。 西北アフリカのア

ラブ諸国はとくに積極的にこの事業を行ない，また観光事業を通じ，一部の国では外

貨獲得務、として野生動物や国立公園の開発を積極的に行なっている。たとえばェチオ

ピア，ケニア，セラ レーンで‘は最近新しく公闘を設定し， また公園に関する多くの法

律が施行された。 タンザニアではアフリカ野生動物管理大学を設置して成功をおさめ

ている。

白書は以上の世界農業に関する報告を終り，つぎに2つの特別論文を掲げている。

第3章 「農業マーケティンゲ改善計画」

原始経済では農産物のマーケティングは多く の場合， きわめて貧弱な組織と資本設

備で満足できたものであった。人口の大半が自分白身の食糧を枕培し，l当分の家庭の

必需品は地元のもので賄うという状態、では， マーケティングはそのほとんどが地元の

農家余剰物で交換するも のに限られ， ただ特殊な食糧や加工品が多少広い範凶でト取引

されるにすぎなかった。かかるu給自足経済が貨幣経済へと発展するにつれて，マー

ケテインタ全体の機能と型は大きく変化した。 このような変化が辿った展開は，物お

よび役務の生産における専門化であり ， これによって多くのI品物が 1グノレープの生産

者から他のグノレープの生産者へと流れるようになった。 これがもっとも明白に現れた

のは人口がますます都市に集中し，農業以外の部門に雇用され， 1'-1分たちの食糧をそ

の流通チャンネノレに依存するようになったことである。 さらに農家が専門化生産に傾

乞食 慢｜’l給をあきらめるにつれ，一つの設業地峻と他の地域との聞の取引がふえて

きた。また外貨獲得のため農作物輸出が増加し マーケティング組織は輸出に向って
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発展するようになった。これがため作物や宙産物の取扱量は倍増し， そして取引され

る距維は拡大されるに至った。同時に消費者の所得が伸びるとともに需要は選別的な

ものとなり，品種の多様化と品質の両級化が一層求められ， これに都市に住む高額所

得層の増加lによって拍車がかけられた。経＇／：；；は複雑化し，加工産業は拡張したが3 こ

れは新型製品への需要に応じ， より広い範｜引にわたってマーケテイ ンクを行なうため

であった。 しかし原始的な，かつコスト！日iな従米の農産物マーケティングは一般的

な持続的経済成長と， とくに農業開発とl計ld1,、れないものである。世界的な規俣で一

般問題とすることは困難であるが， マーケティングの近代化は一方においてふくれ上

る都市人口の必要に応ずるためと，海外貿易を広げるため， また加工産業を育l友する

ためとくに必要であり，他方民民に士、jし販路鉱張により， また農民に必要資材を提供

し，その生産発展をなしとげるために必要である。 このマーケテインク改善政液とし

て白書は政府の介入による価格政策の必要を説き， 価格政策こそは効率的マーケテ 〆

ングと品質改善に役立つものとしている。 またマーケテ ィング改善策における重大r:u
題の一つは， マーケテインク分野では同はどの程度までその直接責任を負うべきか，

またどの程度国は協同組合や広企業などを促道することを企図するよう決定すること

である。いうまでもなく ，すべてのマーケテインク改普計l出は公共活動の増加を招く

ものである。 大小の道路や鉄道，市場，屠殺場， ショッピングセンターやその他の多

種なマーケティング施設は，ただ国家のみがなし得るところである。 さらに大衆の利

益のための許可説発給，格付や法令の施行についても闘のサー ビスが必要である。

第4主主林業開発を促進するための制度の近代化

林業と林産業は国の経済成長の重要な基盤と して，後i!tI生打破のために決定的役割

を演ずるものであり，多くの経済的 ・伎術的性絡をもっている。 しかし，このことな

らびに世界の森林の半分以上が開発途上国にあるとし寸事実にもかかわらず， この部

門は国の経済発展に対し，当然果たすべき只献をな していないのである。白書はまず

この事実を指摘して，林業と林産業と開発との関係に触れ， また林学上の進歩として

つぎのごとく述べている。まず天然林と比較して人工林の優位性をあげたあと，「林地

肥培」について，その最近のいちじるしい進歩のあとを述べ，従来森林に与えられた

大量の肥料は溶脱によってうたなわれると考えられていたが， しかし肥料は幼樹や値ll

木の活着に大いに効果のあることが立証され，施JI巴は無施肥地よりも 153ぜから 200%

と成長量が鳩加しまたスカンジナビアの経験によると，30%から50%の規則的年間

成長量の増加が容易に得られることがわかった。ついで 「林木育種」については， 集

約的経営を必要とする人工林の設定となるに及んで， 最高度に利用できる環境に適し

た，樹種，原産地，遺伝型を選ぶことができ， ここに林木育種の重要性がクロースア

ップされ，そのめさ、ましい進歩となってあらわれたので、ある。たとえば東アフリカで

はこの事業が活発に活動し始め，すでにタンザニアでは母樹林の選択に成功し， 次代

検定も行なわれるようになった。「製紙用木材パルプ」資源に関してとくに重要なこと
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は，従来短せんいとして未利用の熱常広葉樹が，製紙技術の進歩によって広く利用さ

れるようになったことである。 これは一部は紙および紙製品の需要の増加の結果であ

り，一部はパノレプ生産に利用されたいままでの原料が少なくなってきたためであり，

時のすすむにしたがって豊富な原料を利用する新しい方式が考えられるるようになっ

た。広葉樹資源は比較的豊富であり ，世界各地でも針葉樹よりも低廉であり，広葉樹

の適するセ ミケ ミカノレ，ケ ミメ カニカノレ法が利用されるようになったので， 広葉樹は

ますます重要性を加えるようになった。 といっても， 短せんい広葉樹は単に長せんい

針葉樹に代わるものであると考えてはならない。短せんい広葉樹はそれ自体貴重な原

料であることを白書は説いている。

合板周村は従来大佳木を技術的に必要とする条件があったが， これが開発途上国で

は合板産業の成長を阻む一因となっていたが， 最近技術の進歩によ って小径木が利用

できるようになったことは注目すべきことである。また白動送 りベニヤカッタ ーの出

現で非常に早いスピートで材質に関係なく剥皮することができるため広範囲の樹種を

利用することができる。木材，木製品の輸送についてはすでに先進国では高度に機械

化された多目的運材機が利用されているが， 開発途上国では操業用 トラクターの併用

からこれら専用運材機を選択，利用できるようになった。一方大量の木材輸送方法も

大いに進歩したが， これは林内での木材チッ プ生産の関心が高まったためである。熱

帯広葉樹を混交してのノミノレプ生産技術はし、まだ幼稚であり， 広大な未開拓の分野が妓

されている。

白書はつぎに開発途上国において「改善を必要とするもの」と題して，林業はその

特殊な性格により司また世界各地における木材，木製品の需要増加により， 開発途上

国の林業，林産業はその経済開発に大いに貢献できるも のとし，人工林の生産力を向

上させ，天然、林の利用度をさらに増大し，林産物の収穫を能率的にし，原材料を利用

度の市j＼，、最終製品に代えることを力説している。各論と しては林政問題として山林局

の機能におよび，山林局の任務は森林の更新と保育，林産物の収穫加工販売， それに

土嬢水資源の保全と改良， レクリェーシ ョン地域の設定と維持などに関する活動のす

べてを網羅し，山林局の勧告の範凶はひろく， 複雑多方面の分野に専門家を配置すべ

きことを述べている。森林経済に関しては，開発途上国の90%以上は森林経済に明る

い人はいないことを指摘し，林業経済が林産物の将来の市場の大きさや構成の評価の

ためにし、かに重要であるかを説いている。 ついで開発途上凶の林業の弱点として林産

業をあげている。後進性経済のなかにある林業家は，林産業の各分野の専門家が一般

に不足しているため調査で、林産業の条件と加工方式の選択を知ることの必要を説いて

いる。 開発途上国の山林局は未開発林の利用についていろいろの困難に直面している

ことはい うまでもないことである。 そして開発途上国の森林資源を最高度に利用する

となると，林業専門家の数を大いに増加しなければならない。教育問題として提起さ

れるのは， （1）この必要とする莫大な数の林業専門家はどとで教育すべきか，（2）そして
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どのような教育を受けるべきか，の問題である。 つぎに林業，林産業活動に研究が必

要であることは論をまたない。 しかし 注意することは先進国の研究成果はそのまま

開発途上国に適用できないということである。重要なこ とは研究は国の長期，短期の

開発要件に合致するよう計画され， 個々 の研究者の思いつきによるものでなく， また

優先順位を設けるべきである。林業，林産業の聞には協力を必要とし，その活動の調

整を行なわなければならない。 また研究成果が受益者の社会的 ・経済的 ・技術的必要

-Itと合致し． 局地的に育成されれば応用されるチ ャンスはさらに大きくなるこ とをJ5

えな くてはならなし、。 また開発途上国の森林に関する一般情報はすでにかなり多くの

ものが公表されている。推定によると，世界の全林野面積41億 2,600万haのう ち，

22億 2,600万 ha, すなわち53%は開発途上国にあり，世界の森林は合計37倍、9,200

万 haである。このう ち， 21億 4,100万 haまたは56%は工業化のおくれた国にある。

主として開発途上国にある，熱帯高木林の重要な特徴の一つは， 樹径の数のきわめて

多いことである。インド，マレーシアの熱帯｜鈴．雨林で、樹種の判明しているものは3司 000

の多きにおよび，ついでラ テン ・アメ リカの森林でア ジアとアフリカの中間にあって

その数約2,500といわれ， 熱帯地方でフロラのもっとも少ないのはア フリカで，1. 000 

径を多少下回る程度である。一般に熱帯林の品種は一定の地域で多数が混生し て い

る。 これら林木の大きさは区々であり，複雑化し，森林社会全体のなかで‘群落につい

て生態学的見地から一定の地区に成育する品種を代表する林木の数， その水平分布，

その大きさ，生長量， 枯死率といった特定事項を知る方法がなL、。 林産業の設立また

は鉱張を合理的に投資以前に決め， またもしも森林経営を効果的に行なうときには，

ぜひ必要な知識であるこ とを白書は強調している。 白書は最後につぎのごとく述べて

結論としている。

「発展途上国は貴重な森林資源をもち，林産物の需要は急激に増加している。発展

途上国はその森林を園内用 ・輸出用に利用できるので先進凶に対し経済的に優位にあ

る。 しかし，これら資源、があるにもかかわらず， 多くの発展途上国の林業，林産業分

野は当然果たすべき経済発展に大きな寄与ができなかったのである。 この失敗は i休

業，林産業への投資不十分から直接起こるものといえるかもしれないが， この投資不

足は主と してある重要な組織上の弱点から起こるよ うに思われる。 林業人の新しい仕

事に対する教育の不足，林業行政機関の老廃， 多くの林業団体の構造の不適正， この

分野の活動を規制する法文の不適当などが山林局の機能を弱め， この分野の成長と発

展を閉止しているのである。 しかのみならず， 多くの国では林業の将来の経済発展へ

の寄与がはっきり理解されず．また専門林業家によ って示されていなし、。 その結果，

政府はその森林資源から利益をもとめるために， 必要な環境条件をつくりだすことを

しない。IJ官発を対象と した機関l工作られず，十分な予算は山林局に割り当てられず．

投資は奨励されない。その結果悪循環は起こり， 資金の流れは林業， 林産業にとって

不十分で，将来の発展力を発揮する ことができなし、。 関税の障壁と貿易の慣習のゆえ
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Uこ， 工業化のすすんだ諸国もこのことについては責任を分かつべきであるとしても，

多方面の仕事に対し， 怨像と実行の双方を与えることができる力のある，老練かつ正

しく活動をつづける山林局が開発途上国にあることは，その林業発展にもっとも必要

な第一条件であるとい うことができる。
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