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はじめに 問題の所在はじめに ―問題の所在―

水＝あらゆる生命の源
生存に欠かせない共有資源生存に欠かせない共有資源

↓
にもかかわらず、水に関する危機的な状況
・洪水被害の多発（本年夏のパキスタン）洪水被害の多発（本年夏のパキスタン）
・生活排水による表流水の汚染

水 げ 水・地下水の過剰汲み上げによる地下水位低
下
・過剰灌漑による塩害あるいは湛水
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はじめに 問題の所在（続）はじめに ―問題の所在（続）―

インドにおける水資源、安全な水供給と衛生設備の普及を

事例に 今後の水資源の開発・管理のあり方を検討する事例に、今後の水資源の開発・管理のあり方を検討する。

↓

従来型の大規模インフラ開発ではなく、地域住民による水

資源の共同管理 あるいは住民参加による利用 維持・管資源の共同管理、あるいは住民参加による利用、維持 管

理を目指すべきではないか。

↓

E.F.シューマッハーの思想・理論を参考に、開発の再検討E.F.シュ マッ の思想 理論を参考に、開発の再検討

を試みる。
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報告の構成報告の構成

1. 世界、またはインドにおける水資源の現状

2. インドにおける環境保全対策の経緯

3 地域住民による参加型の共同管理3. 地域住民による参加型の共同管理

4. シューマッハーの思想を参考に、開発を再4. シュ マッ の思想を参考に、開発を再
考
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Ⅰ 水資源を取り巻く現状Ⅰ 水資源を取り巻く現状
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１．インドにおける水資源おける水資源
①インドの水源

・北部＝ヒマラヤ山脈・カラコルム山脈

ガンジス川 インダス川などの水源 ヒマラヤ山脈のガンジス川、インダス川などの水源。ヒマラヤ山脈の
氷河は融解水を供給する重要な水源。

・中部＝ヴィンディヤ山脈・サトプラ山脈

ナルマダ川の水源。西へ流れて アラビア海へ注ぐ。ナルマダ川の水源。西へ流れて、アラビア海へ注ぐ。

・南部＝西ガーツ山脈

クリシュナ川、カヴェリ川の水源。西へ流れ、ベンガ
ル湾へ。

・総流域面積＝2,528,084平方キロメートル
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１．インドにおける水資源おける水資源
②インドの表流水

インド全土での年間総降水量

平均4 000立法キロメ トル＝平均4,000立法キロメートル

水系の総流量＝平均1,880立法キロメートル,

しかし、３ヶ月程度の雨期（６〜９月）に降雨が集中
⇒実際の利用可能水量６９０立方キロメートル⇒実際の利用可能水量６９０立方キロメートル

州別の年間平均降水量＝500㎜〜3,000㎜

カルナ タカ州の沿海部＝約3 600㎜カルナータカ州の沿海部＝約3,600㎜

グジャラート州サウラシュートラ、カッチ＝約500㎜
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２．水資源問題の現状水資源問題 現状
①世界の状況

アジアの途上国は、気候変動、人口増加、水資源の
不適切な管理のために 10年以内にかつてない深刻不適切な管理のために、10年以内にかつてない深刻
な危機に陥る可能性がある。

世 海洋 岸海域 お デ ドゾ 貧酸世界の海洋と沿岸海域において、デッドゾーン（貧酸
素海域）が急増し、約400カ所存在する（主に、化学肥

料の流出とその富栄養化が原因）。メキシコ湾などで
は２万㎢を超えるデッドゾーンも確認されている。

東南アジアの海でも急速に魚が減少しており、このま
まではおよそ１億人の生活が脅かされるまではおよそ１億人の生活が脅かされる。

『地球白書2009‐10』より
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２．水資源問題の現状水資源問題 現状
②インドの状況

気候変動の影響から、かつてないほどの激しい熱波、
洪水 熱帯低気圧などの極端な気候現象の発生洪水、熱帯低気圧などの極端な気候現象の発生。

沿海部は高波に洗われ、塩類化作用（塩害）が進行。
作物 収量が減少し 食糧確保が困難に作物の収量が減少し、食糧確保が困難に。

過剰灌漑による地下水位の低下過剰灌漑 水位 低

河川や流域をめぐる紛争

ヒ ラヤ山脈の氷河後退に伴う淡水資源の供給量のヒマラヤ山脈の氷河後退に伴う淡水資源の供給量の
減少

『地球白書2009−10』より
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２．水資源問題の現状水資源問題 現状
③インドの水供給

水供給に関しては、２４時間常時接続の水供
給設備の普及率は極めて低い給設備の普及率は極めて低い。

自宅近所の井戸水か河川からの取水 管井自宅近所の井戸水か河川からの取水、管井
戸（tube well）、公共水栓（public tap）に頼る
のが現状のが現状。

11



２．水資源問題の現状水資源問題 現状
④インドの排水処理・衛生設備

下水処理率はわずか10％程度（日本は７４％程度）。

そのため 生活排水による水資源の汚染が大きな要そのため、生活排水による水資源の汚染が大きな要

因であり、汚染原因の70〜80％が生活排水によるも

のとされる。

結果として インドでは表流水の70％が汚染されてい結果として、インドでは表流水の70％が汚染されてい

るという状況

↓

しかし 水質汚染対策は州ごとの業務であることや予しかし、水質汚染対策は州ごとの業務であることや予

算不足などにより、対策は進展していないのが実情。
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２．水資源問題の現状水資源問題 現状
⑤ミレニアム開発目標との関連

WHOによれば、途上国の全疾病の80％がコレラ、
下痢などの汚染された水に起因する疾病であり下痢などの汚染された水に起因する疾病であり、
毎年170〜220万人が死亡している。しかも、そ
の９割は ５歳以下の子どもであるの９割は、５歳以下の子どもである。

全世界では、安全な水にアクセスできない人々
が11億人以上いるとされ、さらに、24億人以上のが11億人以上いるとされ、さらに、24億人以上の
人が排泄物を居住環境から適切に排除する手
段を持っていないと見られる（屋外での排泄な段を持っていないと見られる（屋外での排泄な
ど）。
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２．水資源問題の現状
⑤ミレニアム開発目標との関連

ターゲット７—C

「安全な飲料水と基本的な衛生設備を継続的
に利用できない人々の割合を2015年までにに利用できない人々の割合を2015年までに
半減する」

南アジアに関しては、飲料水に関する目標は
達成しているが 衛生設備に関する目標は今達成しているが、衛生設備に関する目標は今
のままのペースでは達成不可能で、今までの
倍 上 努力が必 とされ る倍以上の努力が必要とされている。
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３．水ビジネスの現状水 ジ 現状
①水メジャー（ウォーター・バロン）

 「水メジャー」「ウォーター・バロン」などと呼ばれる水関連
多国籍企業が途上国の水事業へと参入している。多国籍企業が途上国の水事業へと参入している。

 フランス系のヴェオリア、スエズ、イギリス系のテムズ・
ウォーターなどウォーターなど。

日本の水ビジネスへの民間参入を進めるべく、官公庁と
民間企業が 体となり 水関連イ ラ のシ を進民間企業が一体となり、水関連インフラでのシンスツを進
めようとしている。

経済産業省の先導のもとで、水ビジネス国際展開研究会、
続いて、海外水インフラPPP協議会を立ち上げ、日本の技

術・ノウハウを活かした水インフラの海外展開を推進して
いる。
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３．水ビジネスの現状水 ジ 現状
②問題点

多国籍企業による水ビジネス（水道事業の民
営化）の問題点営化）の問題点

急速な水アクセスを確保したという肯定的な急速な水アクセスを確保したという肯定的な
評価がある一方、

水道使用料の高騰、水質管理の不徹底、低
所得者対象のサービスよりも中高所得者向所得者対象のサ ビスよりも中高所得者向
けへのサービスへの偏向、事業履行に関す
る訴訟など 問題点も多く指摘され るる訴訟など、問題点も多く指摘されている。
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Ⅱ 水資源保全 の取組みⅡ 水資源保全への取組み
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１．インドにおける環境問題の経緯おける環境問題 経緯
①チプコ運動

イギリス領時代から、植民地経営における木
材輸出による森林破壊が進み 水利確保とし材輸出による森林破壊が進み、水利確保とし
てのダム建設も住民の立ち退き問題を引き
起こしてきた起こしてきた。

こうした中で、1973年にチプコ運動が起こる。こうした中で、1973年にチプコ運動が起こる。
「インド環境運動の起源」とも言われる。

プ デ 性住ウッタル・プラデシュ州において、女性住民た
ちが木に抱きついて森林伐採を阻止したことちが木に抱きついて森林伐採を阻止したこと
に端を発する運動。
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１．インドにおける環境問題の経緯おける環境問題 経緯
②ナルマダ渓谷プロジェクト

• 同じ1970年代、インド中央政府はナルマダ渓

谷プ ジ クトなど大規模開発に着手すること谷プロジェクトなど大規模開発に着手すること
を宣言。言

• これに対して、ダム建設による環境破壊、先
住民族 立ち退き 大規模な 対運動が住民族の立ち退きへの大規模な反対運動が
起こり、環境問題への意識の高まりを見せつ起こり、環境問題 の意識の高まりを見せつ
ける。
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２．インドにおける環境法整備おける環境法整備
①法整備の経緯

1974年 水質汚濁防止法

1976年 憲法第42次改正

1980年 環境局設置、森林保護法

1981年 大気汚染防止法

1985年 環境局を環境森林省へ（Ministry of Environment and Forests）へ昇格。こ
の下に、中欧公害管理委員会（Central Pollution Control Board）や各州公
害管理委員会が設置される害管理委員会が設置される。

1986年 環境保護法

1991年 公害賠償責任保険法（化学工場から有害な物質が漏出し 2 500人以上の1991年 公害賠償責任保険法（化学工場から有害な物質が漏出し、2,500人以上の
死者と２万人以上の被害者を出した「ボパール事故」を教訓として制定）
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２．インドにおける環境法整備おける環境法整備
②憲法など

インドの環境保護に関する憲法上の規定

「インド市民は、森、湖、河川、野生動物を含
む自然環境を保護し 向上させ 更にすべてむ自然環境を保護し、向上させ、更にすべて
の生物に哀れみを持つ義務を持つ」と規定。

このように環境を憲法で規定するのは珍しい。

先の国連ミレニアム開発目標と連携して ５カ先の国連ミレニアム開発目標と連携して、５カ
年計画に環境対策を位置づけられている。
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３．具体的な政府の取組み具体 な政府 取組
①ガンガ・アクション・プラン

 1985年から始まった最初の河川浄化行動計画。現在、
第Ⅱ期が進行中。ガンガ（ガンジス）川のみではなく、
その支流（ヤムナ川など４つ）を含めた計画になって
いる。

周辺都市から 家庭排水が汚染原因 を占め周辺都市からの家庭排水が汚染原因の80％を占め
ており、第Ⅰ期としては、1992年までには日量６億
6 000万リットルの家庭・工業廃水が処理されたが6,000万リットルの家庭・工業廃水が処理されたが、
1994年３月には処理量が日量１億8,000万リットルに
まで減少、処理能力が低下している。まで減少、処理能力が低下している。

宗教的儀礼としての水葬の問題。河畔に33基の電気
火葬装置を設置するが、うち25基はほとんど稼働せ火葬装置を設置するが、うち25基はほとんど稼働せ
ず。理由は電気供給不足。
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３．具体的な政府の取組み具体 な政府 取組
②ヤムナ・アクション・プラン

ガンガ・アクション・プランとあわせて、1996年か
ら実施されている計画。ら実施されている計画。

ヤムナ川＝ガンジス川最大の支流。デリー、ア
グラを通り 両市の重要な水源。グラを通り、両市の重要な水源。

ニューデリーでは住宅のうち55％しか下水処理
につながっていない 残りは すべてヤムナ川へにつながっていない。残りは、すべてヤムナ川へ
未処理のまま流れ込む状態。

汚染状況は （生物化学的的酸素用要求汚染状況は、BOD（生物化学的的酸素用要求
量）=50ppm、DO（溶存酸素）=0ppmという状況。） pp 、 （溶存酸素） pp う状況。
沐浴に適する水準を著しく逸脱している。
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３．具体的な政府の取組み具体 な政府 取組
②ヤムナ・アクション・プラン

国際協力銀行による円借款（総額178億円）
によって 水質浄化プログラムを実施によって、水質浄化プログラムを実施。

第Ⅰ期に、ヤムナ川流域沿いの１５都市に、
遮集管と集水管、ポンプ場と圧力管、下水処
理場（27カ所での低コスト小規模分散型）、有理場（27カ所での低コスト小規模分散型）、有
料公衆便所、電気火葬炉、沐浴場の設置・整
備を実施備を実施。

2003年に第Ⅰ期が終了し、現在、第Ⅱ期を実年 第 期 終 、現在、第 期を実
施中。
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３．具体的な政府の取組み具体 な政府 取組
③チェンナイでの雨水貯水活動

インド科学環境センター（Centre for Science 
d E i t）の取組みand Environment）の取組み。

チェンナイでは およそ７万棟の建物で雨水チェンナイでは、およそ７万棟の建物で雨水
を貯水しており、屋根に降った雨を台所や浴
室 送り 地 浸透さ 地域 地 水室に送り、地下に浸透させて地域の地下水
源を涵養させている。源を涵養させている。

市内の新しい建物すべてに雨水利用を標準
装備と 義務づ る装備として義務づける。
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３．具体的な政府の取組み具体 な政府 取組
④点滴灌漑などマイクロ灌漑

通常の灌漑は、特に乾燥しやすい気候での蒸発
や地下への浸透により、途中で失われる水も多や地下 の浸透により、途中で失われる水も多
い。

その結果 過剰灌漑となり塩害や砂漠化の進行その結果、過剰灌漑となり塩害や砂漠化の進行
する原因となる。

そこで 貯水タンクを用いたり 近隣河川から水そこで、貯水タンクを用いたり、近隣河川から水
を引き、安価な送水パイプで小規模栽培の作物
の根域に直接施水する方法を採用する（多くのの根域に直接施水する方法を採用する（多くの
穴の空いた管を地中に差し込み、この管に水を
送り込 施水する）送り込み施水する）。
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３．具体的な政府の取組み具体 な政府 取組
⑤「人工大運河」構想

南北の河川を繋ぐ「人口大河」構想も持ち上
が ていたがっていた。

しかし 現在において 具体的に進展は見らしかし、現在において、具体的に進展は見ら
れない。完成の目処は立っていない。
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Ⅲ 共同管理による参加型環境保全Ⅲ 共同管理による参加型環境保全
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１ 共同森林管理（JFM）１．共同森林管理（JFM）

例１：ハリヤーナー州のスックマージリー村

過剰放牧による植生の劣化に対して 住民の参加に過剰放牧による植生の劣化に対して、住民の参加に
よる水利施設の建設、灌漑水の平等な利用、森林で
の放牧の自己規制を実施の放牧の自己規制を実施

⇒生態環境の回復と住民の所得向上につながった

例２ 西ベンガル州西部 メデ プル県例２：西ベンガル州西部、メディニプル県

住民参加での森林管理。指定部族や指定カースト出
身のリーダーも登場し、州森林局の協力の下で、森林
保護委員会を設立。森林への植樹や放牧・伐採の自
規制 村外 伐採者 監視己規制、村外の伐採者の監視。
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１ 共同森林管理（JFM）（続）１．共同森林管理（JFM）（続）

 柳澤（2002）によれば、このような村落内の資源管理が成功的に

行われるには、村落内の社会経済的な格差が小さいことが重要だ行われる 、村落内 社会経済的な格差 さ 重要
としている。実際、この２例ではそのような格差が小さい。

 このような同類性（affinity）の重要性は、カルナータカ、アンドラ・プ
ラデシュ、タミルナードの南部３州で活動するMYRADAというNGOも
指摘している。

 また、真実（2001）では、このような共同森林管理の問題点として、

州森林局主導になりやすいこと、特定部族・女性・貧困者が排除さ
れること 商業的価値の高い樹木が選ばれることで森林の多様性れること、商業的価値の高い樹木が選ばれることで森林の多様性
が失われること、それが商業主義的な開発につながり、持続可能
ではなくなり 住民間の経済的格差を拡大する などが指摘されてではなくなり、住民間の経済的格差を拡大する、などが指摘されて
いる。
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２ バンガロ ルの報告カ ド２．バンガロールの報告カード

 カルナータカ州バンガロールでの住民たちが上下水道局を含めた
公共サービスへの大規模な監査を実施。

 住民会議と質問票を使って事業評価をし、この内容を報告カード
にまとめる。これを公表することで、水道事業の改革に対する発言
権を持つようになり、事業者の応答責任を強化することに成功。

 1999年の第２回監査では、州政府や地元自治体も協議の場を設

けることに乗り出し、上下水道局も住民グループとの共同プログラ
ムを開始、サービス改善・貧困世帯への給水、改革案の議論を行
うう。

 住民が「変化をもたらす主体」として行動することを可能にした。そ
の後 フィリピンなど海外での実施されるの後、フィリピンなど海外での実施される。
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３ NGOによる公衆トイレの設置運動３．NGOによる公衆トイレの設置運動

衛生設備に関して、全国スラム居住者連合、地域活
性化センター促進協会、マヒラ・ミラン（貯蓄信用団性化センタ 促進協会、マヒラ ミラン（貯蓄信用団
体）が協同して、貧困世帯のための公衆トイレを設計、
管理する新たなアプローチに取り組む。管理する新たなアプ チに取り組む。

 トイレの設置前に、スラムの調査と貯蓄の奨励、トイレ
を管理する組織の設立 などを行う。を管理する組織の設立、などを行う。

当初は自治体の反対も受けたが、現在は市当局の協
力も得 ２百万人以上の人口を持つプ ネでも採用さ力も得、２百万人以上の人口を持つプーネでも採用さ
れる。

 1999年 2001年の間に 440カ所以上にトイレが設置 1999年〜2001年の間に、440カ所以上にトイレが設置
され、１万基以上の便器が新たに設置された。

32



４ 共同管理（小括）４．共同管理（小括）

共同管理グループの成功は、ソーシャル・キャピ
タルや参加プロセスが、環境保護にとって、金融タルや参加プロセスが、環境保護にとって、金融
や開発プログラムと同様に決定的な重要性を持
つことを示している。を 。

グローバル化による技術上の進歩は大きいが、
地域コミュニティそれ自体がこれらの技術の選地域コミュニティそれ自体がこれらの技術の選
択と使用に関わることなしには、その技術から利
益を得ることはなさそう。益を得る とはなさそう。

住民への環境教育を実施し、環境に配慮した技
術を移転し 人々がそれを使えるように訓練する術を移転し、人々がそれを使えるように訓練する
ことが欠かせない。
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Ⅳ シ の思想からⅣ E.F.シューマッハーの思想から
資源の共同管理を考える資源の共同管理を考える
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１．中間技術論中間技術論
①定義

 「ガンジーが語ったように、世界中の貧しい人たちを救うのは、大量生産（mass 
production）ではなく、大衆による生産（production by the masses）である。…（中
略）大量生産の技術は 本質的に暴力的で 生態系を破壊し 再生不能資源を略）大量生産の技術は、本質的に暴力的で、生態系を破壊し、再生不能資源を
浪費し、人間性を蝕む。大衆による生産の技術は、現代の知識、経験の最良の
ものを活用し、分散化を促進し、エコロジーの法則にそむかず、希少な資源を乱

ず費せず、人間を機械に奉仕させるのではなく、人間に役立つように作られている。

私はこれに中間技術という名前をつけたが、それは、その技術が過去の幼稚な
技術よりずっと優れたものではあるが 豊かな国の巨大技術と比べると はるか技術よりずっと優れたものではあるが、豊かな国の巨大技術と比べると、はるか
に素朴で安く、しかも制約が少ない性格をいい現している。自立の技術、民主的
な技術ないしは民衆の技術と呼んでもよい。要するに、誰もが使え、金持ちや権
力者のためだけのものではないのである 」力者のためだけのものではないのである。」

 「私は技術の発展に新しい方向を与え、し術を人間の真の必要物に立ち返らせる
ことが出来ると信じている。それは人間の背丈に合わせる方向でもある。人間は
小さいものである。だからこそ、小さいことはすばらしいのである。巨大さを追い求
めるのは、自己破壊に通じる。」
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１．中間技術論中間技術論
②重要性

巨大な設備・技術は一般の人々の手に余る。
先進国からの援助に いても 最新式の浄先進国からの援助についても、最新式の浄
水設備などは却って維持管理が困難となり、水設備などは却 て維持管理が困難となり、
補修もされないまま、やがて見限られてしまう
だろうだろう。

ゆえに、人々の共同管理の中で、シューマッゆえに、人々の共同管理の中で、シュ マッ
ハーのいう「中間技術」を彼ら自身が選択し、
管理していくことの意義を再評価する必要が管理していくことの意義を再評価する必要が
ある。
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２ 開発の動的性格を考慮する２．開発の動的性格を考慮する

以上のことは、環境と開発の関係を、同じく
シ が主張する「開発というもののシューマッハーが主張する「開発というものの
動的性格」の重要性から再考することにもつ動的性格」の重要性から再考する とにも
ながる。

最新式 技術 資本設備を導入すれば 生最新式の技術・資本設備を導入すれば、生
産は飛躍的に増大するという安易な意見に産は飛躍的に増大するという安易な意見に
対して、シューマッハーはそのような考え方で
は人々の反応や潜在能力が考慮されていなは人々の反応や潜在能力が考慮されていな
い、と批判する。
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２ 開発の動的性格を考慮する２．開発の動的性格を考慮する

したがって、開発を動的な性格を有するものと捉
えれば 人々の反応に合わせた技術を選択するえれば、人々の反応に合わせた技術を選択する
ことが必要である。

そ 意味 共同管理は中間技術を選びやすくその意味で、共同管理は中間技術を選びやすく
するだろうし、またどのような技術がその村落あ
るいは社会グループにとって中間技術たりうる
のかを判断することを可能にすると考えられる。

そのような過程は、まさに成員自らが選ぶ開発
のあり方となり参加型開発のメリットを最大限にのあり方となり参加型開発のメリットを最大限に
引き出すことになるだろう。
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おわりにおわりに

持続可能性と言われるが、何を持続可能にするの
か？か？

最も重視すべきは、われわれ人類を含めた生命の生
存であろう存であろう。

われわれを取り巻き、生活を規定する自然を「環境」
「資源」と呼び 他の 般的な財と同様の論理で利用「資源」と呼び、他の一般的な財と同様の論理で利用
可能性を議論することの問題を訴えたのが、シュー
マッハーであったマッハーであった。

自然を維持し、中間技術を利用した自然資源の共同
管理が 現地で生活する住民を中心とする参加型開管理が、現地で生活する住民を中心とする参加型開
発の１つの方向として目指せるのではないか。
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