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ブラジルの都市環境問題
一｢複合的都市化｣の現状･理論･政策－

大阪市立大学山崎圭一

◆はじめに

小論の目的は、ブラジルの「足元」の環境問題、特に都市環境問題の現状・理

論・展望を、「複合的都市化」という概念で整理しながら考察することである。

サステイナプルな途上国開発の可能性を都市の視点から追求する作業の一助とし

たい。「足元」の環境問題とは何か。ここでは地域コミュニティで発生する公害

問題（大気・水・土壌の汚染、振動・騒音、地盤沈下、廃棄物問題など）、住宅

・土地問題（狭小な居住空間や遠距離通勤の問題など）、交通問題（自動車の渋

滞や大量公共輸送機関の不足など）やその他生活関連社会資本の不足の問題（上

下水道や街灯の未整備など）などを念頭においている。こうした問題は第三世界

の大都市、なかでも工業化の進んだブラジルのような「中進国」の大都市で深刻

である。

開発問題において都市環境問題が重要なのは、次の理由による。第１に、この

領域で発生する問題は、直接的にかつ短期的に人々の生活や健康に影響を与える

場合が多いからである。例えば、狭小な生活空間は幼児の身体の健全な発達に対

して悪い影響を与える。第２に、環境破壊に関する加害と被害の因果関係が「足

元」においては地球温暖化問題などの場合よりも明白であるが、それにもかかわ

らず加害者がいまだ十分に汚染の賞任を認めていなかったり、果たしていない場

合が世界的に多い。地域での公害問題の加害貰任を明らかにすることは、汚染集

約型製造業部門の私企業と一般市民が市場制度を前提として安全に共存できる社

会をつくるために不可欠である。第３に、「足元」の問題はその解決に社会シス
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テム全体の総合的なリフォームが必要である。例えば、オゾン層の破壊の問題で

あれば、特定フロンの生産と消費を禁止することで（モントリオール議定書）さ

しあたり破壊の進行を制止することができるが、ゴミ問題や大気汚染問題の解決

は多様な産業活動と消費パターンの広範にわたる再編成がもとめられるので、一

朝一夕には実現しない。

1980年代の後半から地球環境問題が活発に論じられるようになってきた。本年

（1992年）６月にブラジルのリオデジャネイロで開催された「ＵＮＣＥＤ（国連

環境開発会議）」では、途上国の開発と環境の問題が最大の焦点であった。途上

国の開発と環境問題への世界的な注目が一時的なブームに終わるか否かは爵「足

元」の問題への地道な取り組みがどの程度国際的に持続されるかにかかっている。

本稿では、途上国の代表的な工業国としてのブラジルの都市環境問題に焦点を当

てる。そして「複合的都市化」という概念を手がかりにしながら、第三世界にお

ける開発と環境の問題を「足元」の視点あるいは都市の視点から考察していきた

い。

Ｉ・ブラジルの都市環境問題一大気汚染を中心に

ブラジルは「第三世界」に属し経済発展の点で遅れているので、生産活動もあ

まり活発ではなく、したがってそれにともなって起こりがちな公害や環境問題も

あまり発生していないだろうと考えるならば、それは事実とは異なる。実際には

古今東西のあらゆる公害問題が蓄積している。同時にそれへの対応も行政、住民

団体、企業のそれぞれで多様に展開されており、「先進国」の人々が学ぶべき先

進的取組みも少なくない。新聞による環境問題の報道は日本以上に活発である。

なぜならブラジルの代表的な日刊紙は、都市・環境面を特別に設けて公害・都市

問題を毎日のように報道しているからである。

今やサンパウロ市に限らず、ブラジルの全大都市が自動車排ガスで汚染されて

いる。これは、エタノール車やディーゼル車の排ガス中に含まれる二酸化硫黄、

二酸化窒素、アルデヒドなどによる汚染である。石油の85％（1980年）を輸入に

頼るブラジルは、２度の石油危機を経て節約を迫られ、ガソリン車に代替するエ

タノール車を導入した。エタノール車は各種優遇策によって普及し、８８年の末に

はブラジル全体の自動車総数のうち８割をしめた。エタノールは自国で生産する

サトウキビから精製している。
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そのサトウキビ生産を管理するＩＡＡ（砂糖アルコール院）は歴史が古く、１９
（１）

33年に設立されたものである。同院は、1970年代後半ｶｺらは自動車燃料の生産奨

励に力を入れてきた。しかし国際的な各種燃料価格の変動、サトウキビ生産農家

やウジーナ（工場）向け補助金財政の赤字、政府機構改革（民営化）などの影響

のもと、1990年５月７日に出されたデクレト（大統領令）第99,240号によって廃

止された。公共部門による統制。援助が消滅したわけである。現在はドライバー

の間でガソリン車へのシフトが進んでいるが、依然エタノール燃料もエタノール

自動車もともに生産と販売が継続している。ガソリン車とエタノール車双方から

排出される多様な汚染物資による「複合汚染」の実態や健康への影響については、
（２）

調査されておらず不lﾘ]である。

次に工場など固定発生源による環境問題にも触れておこう。ブラジルでは産業

公害だけではなく労働災害も深刻で、両方についての調査がようやく始まってい

る。例えば、ＩＮＳＴ（全国労働衛生研究所）が、ベロホリゾンテ大都市圏、サ

ルヴァドール大都市圏、サンパウロ市郊外のＡＢＣ工業地区での労働衛生に関す
（３）

る報告書を本年出しプピばかりである。この報告書より大気汚染に関する情報の一
（４）

部を抜粋すると、パイアル1のスバエエ業地区(こ隣接するトンパ地区およびムシー

ラ地区では表のような大気汚染による健康被害への苦情が住民の間から出ている。

この地区に限らずブラジル全土で、大気汚染による健康被害は確実に発生してい

ると思われる。ただ正確な調査やデータがないのでブラジル人自身が証明できて

いない。バイア州の労働災害については、逓減しつつあるが過去十数年にわたっ

て毎年何万件と発生してきた。労働災害問題の延長上で公害・環境問題が発生し

ている。すなわちこの州では工場の内外を問わず労働者や住民の安全と健康に十

分な注意が払われないまま、産業活動が継続されてきたということである。これ

はパイア州だけにあてはまることではない。

最後に「死の谷」として世界的に有名な、サンパウロ州・サントス港の北のク
（５）

バトン市の現状に､１１れておこう。あらゆる種類の産業公害が発生しすさまじい被

害を出したこの街も、現在は「エコ・シティ」としての再生に全力をあげている。

工場排煙によって引き起こされた酸性雨のために－時ははげ山と化した「海岸山

脈（SerradoMar）」も、現在は植林が進み緑が一応は回復した。汚染源にも公

害防止装置が設置されて、黒い煙を排出する工場は今はもうない。「公害被害者

の会」は「命を守る会（Associa9IirodeDGfosadaVida）」に発展して、公害反
対闘争からより広い環境問題へと活発な連動を展開している。こうした街の再生
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の努力は評価されるべきものである。

しかし街が公害を克服したと断定することはまだできないと思われる。単一種

の人工植林事業が真の意味での自然の再生だとは言えないし、公害被害者はいま

だ健康被害に対する補償もないまま傷害や病気に苦しんでいる。発生源対策が遅

れている工場の問題や有害廃棄物の投棄場の土壌汚染の問題など課題は依然多く

指摘されている。日本の水俣市などと同様、－度「死んだ」街の再生は容易なこ

とではないと言えよう。

Ⅱ、理論的考察

以上紹介した都市環境問題は、理論的にはどうとらえればよいだろうか。筆者

は、本稿で紹介したような先進国的な都市環境問題と、ファヴェーラやコルチー

ソに象徴されるような第三世界的な都市問題が併存して深刻化していくような都
（６）

市ｲﾋの過程を「複合的都市ｲﾋ」として捉えたい。ところで公害問題であれスラム

問題であれ、広くは社会の貧困問題である。「複合的都市化」について論じる前

に第三世界の貧困問題に関する理論をまず検討しよう。

1．「貧困と環境悪化の悪循環」論

「貧困と環境悪化の悪循環」とは、発展途上国独自の経済的・社会的事情に第

一義的に起因して生じる貧困や社会的混乱と不可分に結びついた環境問題である。

貧困であるがゆえに、環境保全に対して努力を傾ける余裕がなく資源浪費．環境

破壊型の経済活動を優先してしまうが、資源浪費と環境破壊は持続的な生産活動
（７）

を困難Iこし、人々の貧困克服をむしろ遅らせるという「悪循環」をさしている。

この「貧困と環境悪化の悪循環」論に対しては、環境悪化を生み出す全体的構

造が明らかでないという批判がある。Ｓ・Ｍ・ししは、「貧困」だけが環境悪化

と循環的な因果関係を結ぶのではなく浪費的な大量消費生活様式がすでに多くの

発展途上国においても定着しており、「豊かさ」も環境悪化の重要な原因である
（８）

と指摘している。この指摘I土的を得ている。しかしさらに考察を進める必要があ

る。

すなわち「貧困」と「豊かさ」とはそもそも２つに分けて認識されるべきもの

だろうかという疑問が生じるのである。むしろ「貧困」から「豊かさ」へ向かう

過程（あるいは資本制蓄積の過程）における「市場の失敗」（例えば環境の価値
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が製品の価格に内部化されにくいこと）として環境破壊が生じているのではない

のか。また環境破壊を招くのは「貧困」や「豊かさ」というような抽象的な概念

ではなくて具体的な経済活動の主体ではないのか。すなわち「豊かさ」への途上

で経済活動の具体的な主体（生産者、消費者、公共機関など）が環境悪化を引き

起こしているのではないか。

この問題に関する抽象的な議論を繰り返すことはあまり生産的ではないという

批判はありえよう。そもそも「貧困」「豊かさ」という概念自体をあいまいにし

たまま「悪循環」の議論が行われているが、「貧困」「豊かさ」とは何かを明ら

かにしようとすれば、それだけでまた複雑な議論を始めなければならなくなる。

「貧困」と「豊かさ」と「環境悪化」が農村や都市において具体的にどのように

絡み合っているかをケースごとに検討するほうが建設的であるかも知れない。た

だし、この「悪循環論」を無意味な抽象論であるとして退けるべきでもない。な

ぜなら、この３つのキーワードの関係をどう理論的に整理するかという課題はあ

るにせよ、他の地球環境問題（地球温暖化や熱帯林の破壊など）とは区別される

べき独自の「問題群」が存在することは明らかであり、それらをひとつの問題グ

ループとして把握することは適切だと思われるからである。このグループは、農

村であれ、都市であれ、「地域」（ローカルという意味での）に内在するさまざ

まな因子が複雑に絡み合って作用しあう過程から発生する諸問題のグループであ

る。途上国の「足元の問題」群と言いかえることもできる。

２．「複合的都市化」論

大都市の貧困を分析する視角として従来は「過剰都市論」や「低開発都市論」
（９）

が展開されﾌﾟt二･これらは都市問題の代表として都市に発達する貧民窟を代表とし

て取り上げ、その原因を考える際に農村からとめどもなく離村者が都市へ流れて

くるという人口移動を重視した。それは農村の貧困の現れとして都市問題を捉え

るというものである。第三世界の都市問題を考える上で、これは基本的な理論で

ある。

しかし、住宅問題の発生原因は単に農村からの過剰な人口流人だけによるので

はない。例えば、サンパウロ市で、ファヴニーラと呼ばれるブラジルの貧民窟に

住むようになる都市下層貧民の一部は、都市再開発によるスラムクリアランスで

追い出された都市住民であったり、都市経済の発展や地下鉄の整備などによる地

下高騰のあおりを受けて家賃の支払いが不可能になった低所得の借家人である場
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合もある。したがってファヴェーラの増大は農村からの人口移動だけではなく、

都市における近代的な資本主義発展と関わっている。後者の原因による住宅問題

の発生過程は、先進国と共通している。このように先進国的な側面と第三世界的

な側面の両方を合わせ持つ都市化過程を、筆者は「複合的都市化」と称した。換

言すれば、第三世界的な都市の特徴に先進国的な特徴が加わっていく過程である。

本稿で紹介した都市環境問題は、「複合的都市化」の先進国的側面であるとして

把握することができる。

「複合的都市化」は、1970年代以降のブラジル経済の急速な発展過程（ＮＩＣ

Ｓ化）の空間的反映であるということもできる。ＮＩＣＳ化すなわち先進国への

接近過程で、都市は第三世界的な諸問題を未解決のまま残したまま先進国的な特

徴も兼ね備えていった。サンパウロ市およびその周辺は、1970年以降工業製品の

「輸出拠点化」が進行して、国際競争力を伴った工業生産が非常に活発になった。

しかし、ブラジルは農村の貧困を固定化させている大土地所有制に根本的なメス

を入れていないので、貧困にあえぐ人々の都市への移動が後を絶たない。このた

めに「複合的都市化」が進むのである。より抽象化して述べれば、土地の集中に

象徴される「前近代性」と多国籍企業を巻き込んだ急進的な近代的経済発展すな

わち「従属的発展」の２つのキーワードの「複合」によって特徴づけることので

きるブラジル資本主義発展の空間的展開過程が、「複合的都市化」である。現在

も進行している都市化を以上のような視角から捉えることはできないかと考えて
（１０）

いる。

Ⅲ．「複合的都市化」時代の都市政策

ＮＩＣＳやＮＩＥＳや夕イのようにこれらに続いて急速に経済発展をしてきて

いる国や地域での大都市経済や都市政策は、基本的には「複合的」である。ブラ

ジルのようなＮＩＣＳにおける都市化は「複合的」に進むので、行政の対応も

「古典的」あるいは「周辺的」な問題から「先進国」的な自動車排ガス対策に至

るまで「複合化」せざるを得ない。こうした第三世界の都市どうしが地球的規模

の連係を保ちながら「複合的」な都市政策を展開し始めているのが現代である。

第三世界の大都市が「複合的」都市政策を国際的に協力して押し進めていく過程

で、日本はどのような援助ができるだろうか。次にこの点を考察しよう。
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１．都市政策形成過程の新たな特徴

一般的に都市問題への対処に関しては、自治体の果たすべき役割が大きい。各

地域の産業や地形や交通体系などの地域独自の猪要因が絡み合って都市環境問題

は発生するので、解決のための第一義的な貸任は各地の企業、住民、自治体にあ

る。1980年代の中頃から特に自治体間･都市間の辨的情報交流に関する関心が
高まり、いくつもの大規模な国際会議が開かれてきた。

地球規模でのこうした活発な情報交換への取り組みは、都市政策の歴史が新た

な段階を迎えていることを意味する。この時代の新たな特徴として指摘できるの

は、次の２点である。第１は、都市行政や都市政策についての新しい取組みに関

しては、先進国や途上国という区別はもはやあまり意味がないと思われる。むし

ろ途上国の側にも、世界に堂々と紹介できるユニークな事例が数多く存在してい

る。今後は都市政策上の｢技術移転｣が南北|W爵双方向に、あるいはさまざまな
都市の間でいろいろな方向に進んでいくであろう。

第２の特徴は、都市政策の進歩に重要な役割を果たしてきた世論形成という問

題と関連している。世論形成過程のもっとも重要な因子は市民運動とマスコミに

よるそれへのサポートである。市民運動・環境運動の活発さという点においても、

途上国特にラテンアメリカ諸国には興味深い事例が数多く展開していることが日

本人にも明らかになりつつあり、この点においても先進国・途上国という区別に

どの程度の意味があるのか、疑わねばならぬ時代になってきた。

このような特徴をもっともよく示しているのが、ブラジルのみならず世界でも

っとも優れた「エコ・シティ」として国際的に注目されてきたパラナ州の州都ク

リチパ市（人口約140万）の都市政策であろう。その一端を紹介すると、第１に、

この街ではバス・システムがよく機能し、毎日120万人もの乗客を運ぶ能力を有

している。パス専用道路とLigeirinho＝スピーティ・パス方式（運賃の支払いは

各停留所に設置されたチューブ型のモダンな施設内で終えてしまうので、停留時

間が非常に短い）によって、市の中心部の比較的こみあった地域ですら平均速度

が30km／時に達する。結果、マイカー離れが３割に達した。第２に、幹線道路整

備は立ち退きをともなう区画整理によっておこなうのではなく、既存の道路をつ

なぐ方式である。したがって幹線道路は曲がりくねっているが、都市の原風景を

保ちヒューマン・スケールである。第３に、ゴミのリサイクルがすすんでおり、

４種類の分別収集が徹底している。市民の７割が協力しており、彼らの環境保全

に対するモラルは高い。このようにごく一部をみても、クリチパ市は２１世紀の理
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想の「エコ・シティ」をすでに実現した都市だと言われている意味が理解できよ
（１３）

う。

この街にも都市問題は残っている。「足元」の貧困問題、例えばファヴェーラ

の問題が解決されていない。これは都市政策の問題だけではなくて都市経済の問

題でもある。いずれにせよ1970年代以降の「複合的都市化」時代は、第一世界と

第三世界を「先進」「後進」という区分で理解することがもはやできない、新し

い段階である。

２．日本の課題

「複合的都市化」時代には、世界第２位の経済力をもつ国としていやがおうで

も世界から注目されている日本の対応がたいへん重要である。強調されるべきこ

とは、「複合的都市化」を経験している第三世界の都市についての英語や現地語

による情報のうち、ごくわずかな部分しか日本に届いていないということである。

日本は世界の都市環境問題に関する情報のネットワークの中から、完全に取り残

されてしまっている。これは、民間営利企業、政府・自治体、運動団体のすべて

に等しくあてはまる。原因としては言葉の壁が大きいことがまず指摘できようが、

海外環境情報の収集とその公開に関する政府のイニシャティブの欠如も指摘せざ

るをえない。情報欠如を克服するための当面の課題として次の２点がさしあたり

考えられる。

第１に、現代はすでに都市と都市が相互に学びあう時代にはいっている。第三

世界の都市政策についてのより多くの情報を得る努力を民間営利企業も政府・自

治体も運動団体もこれから始めざるを得ないだろう。日本のＮＧＯはＡＰＣノー

ドによるコンピュータ・ネットワーキングを活用した地球規模の国際的なＮＧＯ

電子会議への参加に完全に出遅れたようである。この点、情報網が発達しその活
（１４）

用が活発なラテンアメリカとIま対照的である。

第２に、民間企業、政府、特定の環境保全の団体から自立したＮＧＯのための

学術研究期間が数多く創設されて環境論の研究者が大量に養成されなければ、地

球的規模の世論形成過程へ今後も日本はごくわずかな研究者しか参加させること

ができない。これでは日本の市民は世界から孤立してしまうことになる。ブラジ

ルにはＩＢＡＳＥ（ブラジル社会経済分析研究所）やＩＮＳＴ（全国労働衛生研

究所）のような庶民のための研究所が多くある。この点でもブラジルは日本より

進んでいる。
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◆おわりに

途上国の大都市は、1970年代以降の多国籍企業段階のＮＩＣＳ化の過程でます

ます巨大化して「複合的都市化」を経験した。「複合的都市化」とはまさに多国

籍企業を媒介としたグローバル経済時代の都市化である。したがって「複合的都

市化」時代には、地球的規模で都市が論じられ、地球的規模で都市政策が検討さ
（１い

れる。途上国開発は中央集権化の弊害に突き当たり、分権ｲﾋの道が模索され始め

ている。分権的な途上国開発案を発見するための基礎的作業として、今後「複合

的都市化」過程をより詳細に明らかにすることを位置づけたい。過去の歴史の検

討の中から実際的な将来展望が生まれると思われるからである。「複合的都市化」

論を、２１世紀の分権化時代の代替的途上国開発論を模索するために必要な基礎理

論として検討していくことが、今後の課題である。

【注】

（１）ブラジルにおけるサトウキビ生産の歴史に関する邦文献として、矢ヶ崎典

隆・斉藤功、「ブラジル北東部ゴイアナ川流域における製糖工場の展開と

サトウキビ架荷園の空間組織」（『地理学評論』第65巻Ａ第１号、1992年

１月）を参照した。

（２）サンパウロ市の大気汚染や水汚染については、拙稿「大都市の環境一サ

ンパウロ市を中心に」（国本伊代・乗浩子編著『ラテンアメリカ都市と

社会』新評論、1991年９月所収）および「悪化の一途：ラテンアメリカの

都市環境」（藤崎成昭編著『発展途上国の環境問題一豊かさの代償・貧

しさの病い』アジア経済研究所、1992年４月所収）を参照せよ。本稿では

紙数の制約から、その後新たに得た情報のみを簡単に紹介した。

（３）ＩＮＳＴはブラジルの労働組合の迎合体のひとつであるＣＵＴ（Central

inicadosTrabalhadores）に科学的専門的な助言を与えるために設立さ

れた研究機関である。

（４）アラッ、サウイペ、カマサリと並ぶパイア州の工業地区の一つで、トンバ

地区はフュイラ・デ・サンタナ市の中心部より５Ｋm離れた所にある。フェ

イラ・デ・サンタナ市はサルヴァドール市より約100Km北西に位置する。

（５）筆者は1992年６月７日に、クパトン市役所および市役所に事務局を置く環
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境保全団体「命を守る会」を訪問し、彼らの案内で主な汚染源の見学を行

った。以下はそのときに得た情報の一部である。

（６）「複合的都市化」論について詳しくは、拙稿「70年代以降のサンパウロの

住宅問題一複合的都市化の諸要因」（『経営研究』第41巻第１．２合併

号、1990年６月）および「途上国経済と大都市イヒープラジル・サンパウ

ロを事例とする複合的都市化仮説」（『大阪市大論集』第63号、1991年９

月）を参照されたい。

（７）なお「貧困と環境悪化の悪循環」とよく似ているが区別すべき表現に「貧

困の悪循環」がある。Ｇ・ミュルダールが整理しているが、これについて

有名なのはラグナー・ヌルクセ教授が1952年にエジプト・カイロで行った

演説の一節、「ある国は貧困であるがゆえに貧困なのである」である。ま

た古くは聖書マタイ伝の第25章第29節に「おおよそ、持っている人は与え

られて、いよいよ豊かになるが、持っていない人は、持っているものまで

も取り上げられるであろう」とある。こうした古典的な「悪循環論」を批

判してミニルダールは「逆流効果論」をとなえたのであった（Ｇ・ミニル

ダール箸、小原敬士訳『経済理論と低開発地域』東洋経済新報社、1959年

く原著は1957年＞参照）。

（８）SeeL61ASharachchandraM.，,SustainableDevelopment：ACritical

Review,inHprldDevelopmenL，Vol、１９，Ｎ０．６(1991)．

（９）「過剰都市論」「低開発都市論」など途上国都市論の整理については前掲

拙稿「途上国経済と大都市化」を参照せよ。

（10）都市論ではないが、よく似た視角を提起しているものとして徳田明夫「資

本主義の複合的発展論序説一世界経済論の方法に関する－視角」

（『鹿児島経大論集」第25巻第３号、1984年10月）がある。これと「複合

的都市化」論との比較検討は次の課題としたい。

（１１）例えば1990年の３月には、米国のカリフォルニア州で「エコ・シティ」会

議が開かれた。ブラジルで開かれた大規模な会議に限定しても、1991年の

３月に、ブラジルのリオデジャネイロ市で「90年代の都市」シンポジウム

がカナダープラジル商工会議所、カナダ都市研究所、カナダ自治体連合、

ブラジル自治体行政研究所の主催で開催された。ここに世界中から市長や

官民両セクターの都市行政の専門家が染まって、９０年代における巨大都市

の在り方を議論した。本年５月２８～２９日には、ブラジル・パナラ州のクリ
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チパ市において「世界大都市フォーラム」が同市とＩＰＰＵＣ（クリチパ

都市計画研究所）の共催で開催され、都市間協力強化のさらなる可能性が

追求された。来年の11月にはリオデジャネイロ市で「第２回大都市環境問

題に関する国際セミナー（ECO-URBS’９３）」が予定されている。

(１２）都市政策上のアイデアや技術の国際移転を促進させるための興味深い取組

として、アメリカ合衆国のジャニス・パールマン博士（名著『周辺性の神

話』の著者）が1983年頃に始めた「メガ・シティ・プロジェクト」がある。

このプログラムでは東京を含め世界16の巨大都市がネットワークされてお

り、東京事務所は住信基礎研究所内に置かれてきた（1992年６月まで）。

具体的な移転例としては、ニューヨーク市がブラジル・サンパウロ市から

学んだ「A1ertaⅡ（アレルタ・ドイス）プログラム」がある。これは前

掲の拙稿「大都市の環境問題一サンパウロ市を中心に」で紹介した市民

啓発のためのプログラムである。これは、市内の大気汚染濃度が非常に高

くなったときに市の中心部の交通を閉鎖して市民に自動車排ガス問題の深

刻さを訴えるものである。世界の大都市の市民が協力しあうという「地球

市民」時代がもうすでに到来しているというべきだろう。

(１３）以上、1992年５月２７～２９日にクリチパ市で開催されたForumMundialdas

Cidades（世界大都市フォーラム）でのジャイミ・レルネー市長自らの報

告より。参照文献として、PrefeituraMunicipaldeCuritiba，Ａ

Mai０，１９９２がある。Revo1uC?IｏＥｃｏｌｏｇｉｃａ

(14）例えばブラジルであれば、国内のA1terNexを経由してEcoNet、PeaceNet、

ＣｏｎｆｌｉｃｔＮｅｔにログ・オンでき、さらにイギリスのGreenＮｅｔ、ロシアの

GlasNetなどのシステムにログ・オンできる。こうしてブラジルのＮＧＯ

は安価に国際的な情報交換を行っている。ところが日本のＮＧＯはノード

が異なるというハンディがあり、また恒常的なオフィスを持つＮＧＯがほ

とんどないという事情も重なって、このネットワークを活用できていない。

(15）この政策決定過程や世論形成過程で世界の市民の果たす役割はまことに重

要である。日本人は、世界の都市の健全な発展にどのように寄与できるか

という点において重要な課題を突きつけられているといえる。
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【表】

パイア州フェイラ・デ・サンタナ地域のトンパおよびムシーラ

地区において気管支系疾患に関する診療を求めた人々と他の理

由で診察を求めた人々との比較、1987年

RiscoAmbientaLl992,p､27`Tabela3.出所ＩNST/CUT，RiscoAmbientalLl9

原資料DepartamentodeMedicinaPrev

UniveｒｓｉｄａｄｅＦｅｄｅｒａｌｄａＢａｈｉａ

PｒｅｖｅｎｔｉｖａｅＳｏｃｉａｌｄａ

【付記】

本稿は文部省科学研究費補助金による研究成果の－部である。
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受診の動機
トンパ地区ムシーラ地区合計

受診者数％受診者数％受診者数％

気管支系の問題 ３３３１．４２０３０．８５３３１．２

他の問題 ７２６８．６４５６９．２１１７６８．８

合計 1０５１００．０６５100.0１７０１００．０


