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概要
現在、全世界において水不足問題が深刻な影響を及ぼしている。そのなかで、人口 11 億を
超え、21 世紀中頃には世界第一位の人口大国になると推測されているインドにおける水不
足問題について考察した。第 1 章では、世界の水不足問題の現状について考察した。第 2
章では、インドの概要とインドにおける水不足の現状と貧困との関係について考察した。
第 3 章では、インドの水資源の中でも地下水資源に絞り、そこでの問題について考察した。
第 4 章では、第 3 章で考察したインドの地下水資源の問題が起きている背景としてインド
の地下水資源の管理体制について考察し、世界各国の地下水管理を参考にしてインドの地
下水管理をどのようにすればよいのかを考察し、求められる政策を提言した。第 5 章では、
第 4 章での考察と提言からもう一歩踏み出して、経済的手段である許可証による地下水利
権取引制度を提案し、その概要や魅力または課題について検討した。

「人間は考える葦である」

パスカル

はじめに
「今世紀の戦争が石油をめぐって戦われたものであったとするなら、新世紀の戦争は水
をめぐって戦われることになるだろう。」
この衝撃的な言葉は今から 10 年以上も前の 1995 年、当時の世界銀行総裁イスマイル・
セラゲルディンが述べた言葉である。
それにも関わらず、私はこの言葉をつい最近知った。いや、もしかしたら、どこかで見
聞していたかもしれない。私は大沼あゆみ研究会に所属していることもあり、水不足問題
に触れる機会も当然多いからだ。では、なぜこの言葉をつい最近まで知らなかった、もし
くは知っていたとしてもほとんど忘れていたのだろうか。それはおそらく、他人の問題だ
と考えていたからだろう。事実を事実として飲み込むだけで、その事実に含まれている意
味をリアルに肌で感じていなかったのだろう。実際、私は日本で生活していて水不足を感
じたことは一度もなかった。私が水不足について身をもって痛感したのは昨年のインドで
の旅行が初めてであった。インドは「生水を飲むと下痢をする」と言われている国であり、
私も例外なく生水を飲んで数時間後に下痢をした。そのため、インドでの旅は常にミネラ
ルウォーターのペットボトルを抱えている旅であった。そこで、水問題を「外国の問題」
から「自分にも関係のある問題」と捉えるようになった。同時に、インドを旅してきて、
インドにおける貧困問題を目の当りにし、それを「インドの問題」としてではなく、
「自分
にも関係のある問題」と捉えるようになったことから、今回インドをテーマに、水という
環境問題を取り上げた。
20 世紀、国は自国の国益を追及し、企業は自分たちの利益を追求し、個人は自らの幸せ
を追求してきた。大量生産、大量消費、大量廃棄の資本主義経済社会の下、私たちは環境
に対する配慮を欠いていた。そのつけは現在地球規模で起こっている地球温暖化問題や砂
漠化問題などで現れてきている。その中でも特に人類にとって重大な問題であるのが水不
足問題なのである。現在、そして未来の人類の生命を水不足問題が脅かしている。それは
深刻なレベルである。あなたはご存知だろうか。現在、水が原因で、世界で年間 500～1,000
万人が死亡しているのである。世界の約 5 人に一人、12 億人が安全な飲料水の確保ができ
ないのである。私たち日本人はこの水不足問題についてあまりにも無知であり過ぎる。し
かし、
「知らなかった」ということで済むものではないだろう。21 世紀を生きる私たちは、
過去の経済至上主義による環境破壊についてしっかりと反省をし、そこから得た教訓を活
かしていかなければならない。私たちの世代だけではなく、私たちの後の世代のことも考
えて行動しなければならないのだ。さもなければ、人類は滅亡するだろう。
私はこの論文でインドの地下水資源について考察する。インドは 21 世紀中頃には世界第
1 位の人口大国になると推測されているが、世界でも最も多くの貧困層を抱えている国でも
ある。水不足は貧困層に被害が及んでいるという事実から、インドにおける水不足を解決
し、同時に水不足に直面する貧困層を一人でも少なくしたいという想いから考察した。

第1章
1.1

水不足

水の価値

水は生命の源である。広辞苑第四版新村出編によると、水は「動植物体の 70～90%を占
め、生存上欠くことができない」ものである。人間は 1 ヶ月間何も食べないでも死なない
が、水がなければ一週間も生きることができない。
中学校の生物の授業で習った方も多いと思われるが、地球の生命誕生の源は水にあると
考えられている。46 億年前に地球が誕生してから、しだいに地球上空の水蒸気が寒さで凝
結して液体の水になり、水は雨となり数百万年間振り続けた。その雨によってたくさんの
種類の化学物質の分子が地表から洗い流され、その後稲妻と太陽の光、地球内部からの熱
エネルギーによってその水が暖められた。その結果、いくつかのアミノ酸が生まれ、それ
が生命の細胞を形成し、さらに分裂していって最初の生命が誕生したと考えられている。
多くの科学者達の間で、酸素があった時代は 26～27 億年前だと考えられていることから、
水はそれよりもずっと前にあったと考えられている。
その後 400 万年前に人類が誕生し、200 万年前から石や骨から道具を作る時代、すなわ
ち文化の営みが始まり、
紀元前 3000 年頃にメソポタミア文明とエジプト文明が、紀元前 2500
年頃にインダス文明・黄河文明・エ一ゲ文明が誕生したのである。このような文明が誕生
したのは、灌漑農業が可能になったからだと考えられている。つまり、降雨による天水農
業による生活の不安定さを、灌概や排水による水管理をきっかけに安定していけたという
ことである。このように生命の源である水は、人類の文明を語る上でもその存在を抜きに
しては語ることができない重要な役割を果たしているのである。
しかし、21 世紀を迎えた現代において、人類は水にまつわる諸問題によってその将来を
大きく脅かされている。
次に、水問題の中でも最も人類の生存を脅かし、その未来までにも大きな影響を及ぼす
だろう水不足について見ていく。
1.2

水不足の現状

現在、地球上に存在する水の総量は、ほぼ間違いなく先史時代のその総量と変わってい
ない。水は新たに増えているわけでもなければ、消滅してもいない。その量は約 14 億立方
キロメートルと推定されている。この水は移動している。その移動または循環の行程は「水
循環」と呼ばれており、その範囲は、地上 15km の高さから、地下 5km の深さに及んでい
る。水循環の際に水がとどまる「貯蔵所」には、大気中の水分(雲と雨)、海洋、河川や湖沼、
地下水、地下帯水層、極地の氷冠、飽和土(凍土帯と湿地帯)があり、循環期間は数時間から
数千年にものぼる。この期間を通じて水は引力または太陽エネルギーを通じて移動し、循
環しているのである。
この総量の変わらない地球の水のうち、人間が消費できる量はごくわずかである。地球

の水の 97.5%は海水であり、塩分が高すぎるために飲用にも農業用にも使うことができな
い。つまり、人間が消費できる水は「淡水」と呼ばれるもので、その量は地球の総水量の
ほんの 2.5%に過ぎないのである。（下図参照）

出所：国土交通省 HP
このように、現在人類にとって最も深刻な環境問題の一つである「水不足」問題とは、
正確には「淡水不足」問題のことを指している。このわずかな 2.5%の淡水のうち、約 7 割
は南極、北極の氷および積雪として存在しており、残りの約 3 割は地下水である。人類が
消費できる淡水の湖沼や河川の水量は、地球全体の水の 0.01%に過ぎない。わかりやすく
表現すると、地球全体に存在する水を風呂桶一杯の水と仮定すると、人類が自由に使える
水は、わずか一滴に過ぎない量なのである。
人類が利用可能な水資源賦存量（持続的な降水により涵養される淡水で、人間がアクセ
ス可能な水量）は年間 4 万立方メートルであるが、実際に利用可能な水量は数分の一にな
る。一人当たりの水資源賦存量は 1960 年に 1 万 3000 立方メートルであったが、降水の絶
対量が変わらずに人口だけが一方的に増えたため、1990 年には 40%減の 8000 立方メート
ル、2000 年には 6800 立方メートルまで減少している。さらに、2025 年には 5000 立方メ
ートルのレベルにまで落ち込むと予想されている。
国連の資料によると、世界の水使用量は約 3 万 5700 億立方メートルであり、このうち農
業用水が 7 割、工業用水が 2 割、残りの 1 割が生活用水となっている。このように、農業
用水に使われる水量は圧倒的に多い。生活用水とは、一般家庭用の飲料水、炊事用水、洗
面、入浴、洗濯などに使われる水のことであるが、この生活用水の一人当たり使用量は 1950

年から 1995 年において約 3 倍に増加している。このように、人口増加に伴い水使用量は増
加しているのだが、文明度が高まるにつれ、一人当たりの生活用水使用量も増加している
のである。

出所：国連人口基金東京事務所 HP
上の図は世界の人口増加を表している。この図からもわかるが、20 世紀に入ってからの
人口増加の速さは人類 400 万年の歴史においても過去に類がないものであり、国連の予測
では、2025 年に世界人口は 83 億人、2050 年には 91 億人にも達すると予測されている。
上述したように、地球全体で人類が使用できる水量は一定であるのだから、人口が増加の
一途を辿れば当然のことながら水は不足していくのである。日本人はあまり実感がないか
もしれないが、国連の調査によると、現在、世界人口の 5 分の 1、約 13 億人の人々が安全
な水を利用できない環境で生活をしている。また、すでに 1998 年には 28 の国々が渇水ま
たは水不足に見舞われており、2025 年までには 56 の国々がこうした危機に直面し、水が
十分にない国の人口は 8 億 1700 万人に増えると推定されているのだ。日本とサハラ砂漠を
比べるとわかるが、水資源は偏在しており、現在この瞬間においても安全な水にアクセス
できずに亡くなっている人が大勢いるのである。
このように人類の存続を脅かす水不足問題に対して、2002 年に開かれたヨハネスブルグ
サミットでは、
「2015 年までに、収入が１日１ドル以下の人々の割合、飢餓で苦しむ人々の

割合を半減させ、同じ日までに、安全な飲料水へのアクセスができない人々の割合を半減
させること」という目標が掲げられた。1997 年には世界の水関係者が一同に会し、21 世紀
の国際社会における水問題の解決に向けた議論を深め、その重要性を広くアピールするこ
とを目指す国際的な催しである「世界水フォーラム」が開かれ、2006 年 3 月にはメキシコ
にて第 4 回の会合が開かれる。このように、人類の存続に危機的影響を及ぼし始めている
水不足問題に対して、世界各国も連携を呼びかけ行動を起こしている。国際的に最も重要
な問題であるとの認識があるのだろう。
しかし、世界水フォーラムを推進してきたのは、これまで途上国に水道の民営化を求め
てきた世界銀行と IMF と、それに乗じて世界各国で水道民営化を推し進めてきたグローバ
ル水企業である。世界銀行は 1990 年代に入って、途上国への新規融資や債務削減の条件と
して、それまで自治体が担ってきた水の管理や供給を民営化するよう求めてきており、欧
州復興開発銀行やアジア開発銀行など、地域開発銀行も同様の政策を採用している。途上
国地域で民営化された水道事業の大多数は、先進国のほんの数社のグローバル水企業によ
って運営されており、これらの企業が中心となって 1996 年に組織された民間シンクタンク、
世界水会議が提唱したのが世界水フォーラムなのである。つまり、世界水フォーラムは正
式な政府間の会議ではなく、水の民営化を推し進めてきたグローバル水企業の主導で運営
されており、その影響もあり会議の方向性は水の民営化路線が柱となっているのである。
水の民営化による経済合理性や効率性は魅力的である。しかし、水という財の特殊性、
すなわち、水が無くなれば人間は生存することができないことと、水がなくなっても替わ
りがないことから考えると、民営化により起こりうる様々なリスクに対してもっと慎重な
検討が必要だと考える。実際、水道事業が民営化されたことによって、価格が上昇し貧困
層が水供給からはずされていくといったことも発展途上国で起きている。私は、世界水フ
ォーラムよりも、国連のように正式で国際的な政府間の枠組みで、世界の水不足について
考え、計画を策定し、中心となって行動していく組織が可及的速やかに組織されるべきだ
と考える。
では、人口増加に伴い、今世紀半ばには世界第一位の人口大国になることが予測されて
いるインドとはどのような国であるのか。また、そこではどのような水不足問題があり、
それはどのような影響を及ぼしているのか、次の章で見ていく。

第2章
2.1

インドの
インドの水不足

インドの概要

出所：外務省 HP
現在、インドの人口は 2005 年国連推計で約 11 億 337 万人と、世界の人口 64 億 4000 万
人の約 17%を占め、中国に次ぎ世界第二位の人口大国である。人口増加率も 1990～2000
年平均で 1.8％と高く、1998 年国連統計によれば 2045 年の時点で、中国と同じ人口 16 億
人に達し、その後はインドが中国を追いぬき世界第一位の人口大国になるだろうと予測さ
れている。国土面積は 328 万 7590km2(パキスタン、中国との係争地を含む)で、世界の陸
地の約 2.45%を占めている。
統治形態は 29 州、6 ユニオン（インド中央政府による直轄地）による連邦制であり、公
用語（連邦レベル）はヒンディーで、準公用語は英語であるが、州レベルでの公用語は 18
州の主要言語と 2000 にも及ぶ方言がある。宗教はヒンドゥー教、イスラム教、キリスト教、
仏教、シーク教など多宗教が混在しているが、その中でもヒンドゥー教は国民の 8 割以上
の大多数が信仰している。ヒンドゥー教の母体であるのが、インドの経済、社会、文化の
土台を形づくっているカースト制度である。
カースト制度は、紀元前 10 世紀頃に成立したピラミッド型の厳格な階層・身分制度で
あり、上からバラモン（僧侶など）、クシャトリア（貴族・豪族・軍人など）
、バイシャ（商
人・工業従事者）、シュードラ（農業労働者など）と区分されている。このカースト制度で
は、結婚の自由や職業選択の自由がないに等しく、結婚は同カースト間、職業も世代間に
よって引き継がれる職業カーストの要素が今も根強く残っており、その職業によるサブ区
分は 2000～3000 に上る。カーストの下には、さらに「アンタッチャブル」と呼ばれる下層
階級が設けられている。1950 年のインド憲法で、カースト制度に基づく差別は禁止された
が、カースト制度自体の廃止はいまだに明文化されておらず、彼・彼女らは社会の底辺で
過酷な労働に従事しながら、カーストに属する人々から未だに厳しい差別を受けている。

現在アンタッチャブルは、差別的な要素を排除して「指定カースト」と呼ばれており、大
学や公務員などに雇用の指定枠が設けられ、高い社会的地位を得る人々も出てきている。
しかし、インドにおける指定カーストの人口は年々増加しており、2001 年には 1 億 6663 万
7500 人と、1961 年に比べて 2.6 倍に増加し、全人口の 16.2%を占めている。

上写真：インドはバンガロールの下位カーストの住居。
2005 年 8 月 24 日筆者撮影。
インドは、この 20 年間で年間経済成長率が平均 5～5.5％と着実に発展してきており、近
年では IT 産業の伸びもあり BRICs と呼ばれ注目されている。

上写真：インドで急速に発展している代表的都市のバンガロール。
2005 年 8 月 24 日筆者撮影。

しかし、下写真や下グラフが示すように基本的には農業国であり、人口の約 7 割は未だ
に農村部に居住している。

上写真：インドはマイソールの農業の様子。
2005 年 8 月 28 日筆者撮影。

G DP に占 め る農 業 の 割 合 (2002年 )
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出所：世界銀行、ＦＡＯ、FAOSTAT、農林水産省の HP 資料

豊かな国ほど農業就労人口の割合が低い
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出所：世界銀行、ＦＡＯ、農林水産省、カナダ大使館の HP 資料
上グラフは、「豊かな国ほど農業就労人口の割合が低い」ということを表している。すな
わち、国が豊かであればあるほど、農業従事者の労働力に占める割合が低いという相関関
係の事実である。アメリカ、カナダ、オーストラリアのような世界最大の穀物輸出国にお
いてさえ、農業従事者は労働力の 5%に満たない。このように、インドは GDP に占める農業
の割合の高さ、農業就労人口の割合の高さからみても、農業大国であると言えると同時に
まだまだ貧しい国であることがわかるだろう。インドには、世界でもっとも多くの非識字
人口（2002 年の 15 歳以上男性の識字率は 68%）、世界の未就学児童の 20％、世界で 2 番目
に多くの HIV 感染者（400 万人から 500 万人）が暮らしている。インド人の平均寿命は男性
62 歳、女性 63 歳、合計出生率は女性一人あたり 3 人（1960 年代は 6 人）、1000 人あたりの
乳幼児死亡率は 68 人（1950 年は 146 人）であり、毎年約 1900 万人のインド人が誕生して
いることになる。
次に、インドにおける水利用の現状と水不足問題について見ていく。
2.2

インドの水利用の現状と水不足

広大なインドは世界の水資源の約 4%を占めており、北はヒマラヤ山脈、西にはタール砂
漠、と自然条件も地域的に多様である。そのため、降雨は年間数ヶ月の雨季に集中してい
るが、西部のラージャスターン州では年間 100mm、地球上最も湿度の高い場所である東部
のチェランブンジでは年間 1 万 1000mm、と降雨量も地域によってばらつきがある。年間
平均降雨量（降雪含む）は約 4000BCM であり、このうち利用可能水量は 1953BCM と推
定されている。インド河川の水資源総量の約 43％は北部のインダス河とガンジス河に占め
られており、西部のサーバルマティー河、南部のクリシュナー河、ペンネルー河、カーヴ
ェーリ河流域では、国際基準の一人当たり年間水量 1000cm に満たないという水不足がす

でに現実化している。この国際基準とは、一人当たりの年間水利用量が 1700cm 以下にな
ると間欠的な不足感や地域的不足状態が生じ、1000cm 以下になると完全な不足状態に陥り、
500cm 以下では生命存続の危機が生じるというもので、スウェーデンの水分学者マーリ
ン・ファルケンマルクが提唱した基準である。

上写真：インドの聖なる河、ガンジス河。
2005 年 9 月 8 日筆者撮影。
このようにインド全体としては北部と東部は水資源に恵まれており、西部と南部では水
資源が不足しており、水資源の地域的不均衡から生じる地域的水不足問題と、モンスーン
気候に起因する季節的水不足問題があるといえる。
インド全体としてみると現時点では水は決して不足していない。なぜなら、主要水資源
である河川からの表流水約 690BCM と地下水約 432BCM を合わせた推計利用可能水資源
は約 1122BCM であるのに対し、現在の水利用水量は表流水の 70%と地下水の 50%弱の合
計約 600BCM しか利用されていないからである。しかし、年間水需要量は 1985 年が
540BCM であるのに対して、15 年後の 2000 年には約 1.4 倍の 750BCM に増加しており、
人口増加、工業化と都市化の進展に伴い、2025 年には年間水需要量は 1050BCM に達し、
推計利用可能水資源の 1122BCM に近づき、2050 年には水需要総量は利用可能水量総量に
等しくなり、水不足状態が生じると予測されている。（下表参照）

出所：JICA

HP

また、下グラフのように、インドにおいて、一人当たりの総利用可能水量は 1947 年には
6008cm であったが、
50 年後の 1997 年には 2266cm にまで減少している。それにたいして、
インドにおける実際の一人当たりの年間利用可能水量は 1951 年に 3450cm であり、1990
年代後半には 1250cm まで減少している。2050 年には、完全な水不足状態である 1000cm
を割り込み、760cm にまで減少すると予測されている。（下グラフ参照）

出所：TERI
次のグラフは、インドにおける水使用用途を表している。

インドの 用 途 別 水 利 用 （1997年 ）
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出所：インドの水問題
このグラフから、インドの水利用は農業部門での水利用量が 80%強と、他の用途と比べて
圧倒的に多いことがわかる。
では、インドの水資源管理体制はどのようになっているのだろうか。
インドにおける水資源管理体制は、1985 年に設立された水資源省が中心的役割を果たし
ている。水資源省は灌漑、地下水の多目的利用、地域開発、洪水対策と幅広い範囲を管理
しており、この下に、河川や湖などの水域開発に関わる政策決定を行う中央水委員会、地
下水の開発を担う中央地下水局、両水域間の水移動を担当する国家水開発庁の 3 つの機関
があり、それぞれの役割を果たしている。水質に関しては、環境森林省が主要な中心的役
割を果たしており、その測定は、中央水委員会が全国 300 ヶ所の水質調査を実施しており、
それとは別に、中央汚染規制局がいくつかの州の汚染規制局と協力して水資源の調査を実
施している。このように水域・水質管理は、水資源省や環境森林省、地域関係・雇用省、
都市関係・雇用省、電力省等がそれぞれの範囲内で担っている。インドの水資源管理の法
律は 1882 年の地役権に関する法から発展し、1974 年に水質汚濁防止規制法が制定され、水
質及び排水に関して基準を設定している。1977 年には、水利用料法が公布され、水を大量
に使用する産業や地方自治体から水の利用料を徴収することが承認されている。1986 年に
は、環境保護法が制定され、インドの中央政府に国の総合的な環境管理に必要な権限が与
えられている。これによって政府は立地や操業に関して規制を加えることが出来る。1974
年には水法が改正され、設定された排水基準が改正され、60 種類の産業それぞれに異なる
値が設定されており、この基準に反している企業に対しては、住民が訴訟を起こすことが
出来る規定が明記されている。1994 年には、環境影響評価に関する通達を公布しており、

多額の投資費用を要する 29 業種の開発活動に関して、事前に環境影響評価を行うことを義
務づけている。
水に関する最も包括的な政策指針は、国家水資源委員会が 1987 年に策定した国家水政策
であり、水の利用について、河川と地下水の双方を総合的に扱っている。しかし、この指
針は、実施に必要な法律が定められていないために形骸化しており、最近では、州ごとに
この指針をもとにした法制化が進められている。次は、このようなインドの水不足と密接
に関係している貧困問題の両者の関係について見ていく。
2.3

インドの水不足と貧困

インドは貧困の国である。路上には路上生活者や物乞いが溢れている。

上写真：インドはアウランガバードの路上にて。
2005 年 9 月 2 日筆者撮影。
以下は、1999 年度のインドの所得格差に関する諸指標である。
・ ジニ係数は、0.325
・ 所得が 1 ドル以下の人口比率(購買力平価換算、1 日当たり)は、35.6%
・ 所得が 2 ドル以下の人口比率(購買力平価換算、1 日当たり)は、79.9%
・ 所得格差（上位 20%年収の下位 20%の年収に対する倍率）は、4.7 倍
ジニ係数は、所得がどのように分配されているかを示す係数の一つであり、0 から 1 まで
の値をとり、0 に近いほど所得分配が均等であることを示している。日本のジニ係数は 0.249
であり、日本よりもインドのジニ係数は高いが、ブラジルの 0.593(2001 年)、中国の
0.447(2001 年)と比べると、インドのジニ係数はさほど高くないといえる。しかし、インド

のジニ係数の長期的な推移は 90 年代後半以降じわじわと上昇している。所得格差において
は、日本は 3.0 倍であり、インドの 4.7 倍という数字はそれほど高くはないと言うことも
できる。

上写真：インドはバンガロールのスラムにて。マンションのすぐ
後ろにスラムがある。2005 年 8 月 23 日筆者撮影。

上写真：ゴミの山からなにかを探す少女。インド
はバンガロールにて 2005 年 8 月 30 日筆者撮影。

しかし、世界銀行のデータによると、１日当たり 2 ドル以下で生活している人口の総人
口に占める割合は、インドが 79.9%(1999 年度)、中国が 46.7%（2001 年）、ブラジルが
22.4%(2001 年)であった。1999 年度のインドの人口は約 10 億人であるから、1999 年当時で
1 日当たり 1 ドル以下で生活しているインド人は約 3 億 5000 万人、1 日当たり２ドル以下
で生活している人口は約 8 億人にものぼっていたことになる。
この世界銀行のデータは、統計上の問題として、指標の計算のもととなるサンプル数が
十分ではないことから、以上のようなインドの所得格差や貧困層の割合はもっと深刻な水
準にあると推測できる。
次のグラフは世界でも突出した人口大国であるインドが、同時に世界でも突出した貧困
大国であることを示している。
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出所：図説 BRICs 経済、世界銀行 HP 資料
※インドは 1999 年度の比率
現在、インドの人口が世界人口の 17%を占めることから考えると、インドの貧困数は世界
でも最も多いと考えられるだろう。インドでの貧困問題は前に述べた非近代的なカースト
制度による所得分配や機会の平等が妨げられていることが主要な要因の一つと考えること
ができ、その面では他の国の貧困問題と比べて解決が難しいといえるだろう。インドの人
口の約 7 割を占める農村人口のうち多くは貧困層であると考えられており、農村地域は恒
常的な貧困問題と水不足問題に悩まされている。また、人口増加にしたがって、急速な都
市化が進んでおり、農村や地方から働く機会を求めて都会に出てきた貧困層で、職が見つ
けられない者は再び路上やスラム地区等で貧しい生活を送らざるを得なくなってきている。
1993 年の調査結果によると、浄化設備の整備されたところに住んでいる人は、都市部では
半分以下（42.9%）、農村部ではわずか 3.5%であり、都市住民の 16%と農村住民の 20%に
いたっては衛生的な飲料水が供給されていない事態となっている。これらの問題に直面し

ているのはどのような人だろうか。答えは明白である。現在、世界では 8 秒間に 1 人の割
合で、水不足や汚濁した水のために死んでいるとされているが、それらの人々は先ほどの
インドで衛生的な飲料水を確保できない人たちと同じ、お金を持たない貧困層であるのだ。
つまり、水と貧困の２つの問題は切り離して考える事はできないのである。水を手に入れ
るのに苦労している人々の多くは、都市に住む貧困家庭や、農村地帯に住む貧しい農家で
あるのだ。インドを旅行した際には、バスや列車の窓から農村の女性や子どもがカメに水
を入れて頭上にのせて運んでいる姿を見かけることができる。ある調査によれば、彼・彼
女らは毎日 4 時間もこうして水を運んでいるという。これはつまり、この労働によって彼・
彼女らは生産力や教育の機会を奪われているということであり、そのことが彼・彼女らが
貧困から抜け出せない原因の一つになっているのである。このように、水不足の問題を避
けて貧困問題を解決することはできないだろうし、逆も然りであるのだ。毎年 1900 万人と
いう人口が増加しているインドにおける水不足問題は、その貧困層の多さから考えても、
深刻な問題であるといえるだろう。
このような水不足に直面している貧困層がいる一方で、ライフライン以上の水を濫費し
続ける富裕層がいるのがインドという国である。薬師寺泰蔵編の「アジアの環境文化」で
は、次のようにインドでの環境問題の複雑さを述べている。
『環境問題には「途上国型の環
境問題」と「先進国型の環境問題」があり、現在のインドにおいてはその 2 つの性質の違
う環境問題が同時に起き、異なる階級の人がそれぞれ異なる環境問題に直面している。そ
れはつまり、ごく一部の高等教育を受けて英語を話すことができる上流階級の人や、電化
製品等の購買力を持つ約 2 億人もの中流階級の人が、豊かな住環境や、気候変動・オゾン
層破壊など主に地球規模の環境問題に関心、直面しているのに対して、インドの人口の約 7
割を占める農村人口層の大多数を占めるといわれる貧困層や 1 日 1 ドル未満で暮らす極貧
困層は、汚物処理や下水道の整備などの基本的な衛生管理問題等、生きていく上で最低限
必要なライフラインの問題または貧困そのものに直面している。』
貧困と水不足、原因と結果が互いに複雑に絡み合うこの深刻な問題に対してどのような
解決策が相応しいのだろうか。インド政府は政府主導で貧困削減に向けて取り組んできて
いるし、日本をはじめとする先進国の ODA や国際機関も、過去にさまざまな水プロジェク
トの協力を行ってきている。しかし、従来行われてきたような、浄水場やダム建設といっ
たハードの支援だけでは貧困層の水不足問題を効率よく改善することができないだろう。
このような支援の受益は実は上流階級の人々から恩を受けていくという性質がある。例え
ば、インドの貧困家庭が住むような地区は、上水道の整備が後回しにされがちになる。ま
た、水道管がその地区に引かれても、最初の接続料が数千円から１万円程度すると貧困家
庭では負担が難しく、水道はなかなか利用できないのである。近年では、スラム地区や貧
困農村地域おけるトイレの設置や井戸の整備など、小規模な投資による生活改善や水道整
備の支援が JICA や JBIC 等を中心に行われてきており、一定の成果を生んでいる。このよ
うな小規模な、地域にあった支援は今後も求められるものだろうと考えるが、インドでは

毎年 1900 万人のインド人が誕生しているのである。1 年半ごとにカナダ一国分の人口が増
えている、という急激な人口増加のスピードに対しては、従来のハードによる解決方法以
外の効率的な解決方法が求められているのではないだろうか。
一般に、水不足への対処法は大きく考えて以下の 3 つがある。
① 水の供給量を増やすこと（河川と地下水の灌漑、海水脱塩、分水事業など従来のハ
ードによる方法）
② 水資源の適切な管理（適正な料金設定や適切な管理や節水などソフトによる方法）
③ 人口の増加を極力抑えること
この 3 つの対処法のうち、①の河川と地下水の灌漑に関してはいずれその限界がくること
だろう。また海水脱塩に関してもまだまだコストが高く、その普及が本格的になるのは将
来のことだろう。分水事業に関しても、水供給場所の変化だけで根本的な解決方法にはな
っていない。③の人口の増加を抑えることは、一番効果がある方法の一つだと考えられる
が、人道的な見地から意見がわかれることであるとともに、インドという貧困大国では、
貧困家庭であればある程子供を多く生むことはその家庭の働き手の増加につながる、と考
えられている面があり、現実的にも難しいと言わざるを得ないだろう。

上写真：バンガロールの児童労働者。貧困家族にとって子供は
重要な働き手である。2005 年 8 月 24 日筆者撮影。
したがって、この論文では②の適切な管理に関して考察していくことにする。経済学の
主要な考え方である、「市場原理」「効率性」をうまく適用しつつ、貧困層、貧困の問題も
考慮した「公平性」も同時に実現するような水資源の適切な管理方法について考察してい
く。

インドの人口の 7 割が農村人口である反面、インドでは全国的に上水施設が普及してい
ない農村地域が多く、地下水が飲料水の源として大きな比重を占めている。また、上水施
設が整備されていないことから、近年ボトル詰めミネラルウォーター市場が急拡大してお
り、それに伴い各地でミネラルウォーター産業による地下水過剰揚水が問題となっている。
そのため、インドの地下水の適切な管理について考察することにする。
次は、インドの地下水の現状と問題について見ていく。
第3章
3.1

インドの
インドの地下水

地下水

地下水とは文字通り、地下にある水のことである。岩山のようなところは別として、我々
が立っている地面の下は砂や礫、粘土などの土の層が幾重にも重なっており、この砂や礫
などの土粒子の間を満たし、流動性のある水が地下水である。

地球の水の量と滞留時間 (榧根 勇 1973 )
貯留量（キロ立方メートル）

平均滞留時間

海水

1,349,929,000

3,200 年

氷雪

24,230,000

9,600 年

地下水

10,100,000

830 年

土壌水

25,000

0.3 年

湖沼水

219,000

数年～数百年

河川水

1,200

13 日

水蒸気

13,000

10 日

出所：日本地下水学会 HP
地下水は地球の淡水総量の約 30%、地球上に存在する水全体のうちの約 0．75%を占め
ている。川の流れが毎秒数 10cm～1m くらいであるのに対して、地下水は一日に数 cm
～数 m 程度と、川の流れの数万分の一の速さである。

出所：日本地下水学会 HP
上図は地下水を表している。地表面から 20～30m までの深さにある地下水を浅層地下水
または自由地下水、不圧地下水、20～30m より深いところにある地下水を深層地下水また
は被圧地下水と呼ぶ。家庭の井戸で使用するのは浅層地下水、水道や工場等の深井戸で利
用するのは深層地下水のことである。
地表面から浸透した雨水が直接涵養するのが浅層地下水であり、台地部では浅層地下水を
支える下部粘土層が比較的浅いので、浅層地下水が下部粘土層を通過してさらに深い方へ
浸透し、深層地下水を涵養する。一方、低地部は浅層地下水を支える下部粘土層の層厚が
数十 m あることが多いので、深層地下水への浸透がほとんどない。低地部の深層地下水は
台地部の深層地下水から水平方向の涵養を受けるだけである。

地下水の主たる涵養源は

雨水であり、地下水になるまでに土壌の濾過作用、浄化作用によって補給水中の汚濁物質
が除去されるので、その水質は清浄である。特に、水道や工場で使われている深層地下水
は浅層地下水の下の粘土層を通過した水が補給されるので、水質は極めて良い。浄水場で
加える塩素との反応で発ガン性物質トリハロメタンを生成するような有機物も、河川水と
比較すると地下水にはほとんど含まれていない。また、地下水は河川水と比べて、水温の
変化が非常に小さく、夏は冷たく、冬は温かく感じられる。また、井戸により取水するた
め大規模な貯水・取水・供給施設を必要としないという使いやすさもある。
このように、地下水はおいしさ、安全性、使いやすさの三拍子がそろった最高級の水源
である。しかし、地下水から過剰に揚水すると地下水位が急速に低下し、湧水が枯渇し、
地盤沈下が発生し、海岸では海水が進入してきて地下水が塩水化したりと、諸々の地下水
障害が発生する。また、地下水は我々が生活する地面の下に分布するので不用意に地面を

汚すと、土壌汚染、地下水汚染を引き起こすことにもなる。このように地下水は涵養量の
範囲内で揚水をして使えば再生可能な資源として永続的に使用できるが、涵養量を超えた
揚水を続けるとしだいに問題が発生してきてしまいには枯渇してしまう資源なのである。
それではインドにおいてはどのような地下水利用がされているのであろうか。またそこ
での問題にはどのようなものがあるのだろうか。
次に、インドにおける地下水利用の現状と問題について見ていく。
3.2

インドの地下水利用の現状と問題

第 2 章でも述べたが、インドの主要水資源は河川からの表流水と地下水に分けられる。
表流水は約 690BCM、地下水は約 432BCM であり、現在の利用量は前者が 70%、後者は
50%弱であり、現時点では水は決して不足していない。

補填可能地下水総量の用途別使用量

16%
家庭・工業その他用
途
灌漑用

84%

出所：インドの水問題
また、上のグラフからもわかるように、インドの水使用用途と同様、地下水も 80%以上は
灌漑用、つまり農業に使われている。インドの農業は、歴史的に多くの地域において雨に
大きく依存しており、雨が不足すると収穫作業のような季節的な仕事口が減少する雨水依
存型農業であった。このため、この雨水依存型農業から脱却するための灌漑が各地で行わ
れてきた。
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出所：インドの水問題
そのため政府主導の農業への投資が続き、60 年代後期には「緑の革命」(農業技術の改良
によって農業における労働生産性が向上したこと)が実現し、これによって農業生産性と灌
漑面積が向上し、飢餓に瀕していた多くのインド人が助かった。(上図参照)しかし、緑の
革命以前は「コモンズ（共有財産）
」として節約しつつ使われていた地下水資源が、雨水依
存型農業から脱却するために化石燃料と電力で動く井戸、管井戸、そしてポンプ灌漑の登
場による緑の革命が起きた結果、それらの機器が爆発的に増加し、地下水は農家同士が取
り合い過剰揚水状態になっていったのである。(下表参考)

インドの地下水利用構造物・機器の数（単位：1000）
年

開口井戸 浅管井戸 公共管井戸 ポンプ総数

電動

ディーゼル

1950/51

3,860

3

2.4

87(100.0)

21(24.1)

66(75.9)

1960/61

4,540

22

8.9

430(100.0)

200(46.5)

230(53.5)

1968/69

6,100

360

14.7

1,810(100.0)

1,090(60.2)

720(39.8)

1973/74

6,700

1,138

22

4,180(100.0)

2,430(58.1) 1,750(41.9)

1977/78

7,435

1,740

30

5,650(100.0)

3,300(58.4) 2,350(41.6)

1979/80

7,786

2,132

33.3

6,615(100.0)

3,965(59.9) 2,650(40.1)

1984/85

8,742

3,359

46.2

9,259(100.0)

5,709(61.7) 3,550(38.3)

1989/90*

9,487

4,754

63.4 12,581(100.0)

8,226(65.4) 4,355(34.6)

1990/91**

11,198

6,443

74.4 16,203(100.0) 11,226(69.3) 4,977(30.7)
注：*印の数字は予想、**印の数字は提案
出所：インドの水問題

また、雨水だけで育てる雑穀生産から水を濫費するさとうきびなどの換金作物へ生産を

変えたため、短期的には経済的利益を得た村が増えたが、長期的には自然に涵養される地
下水量よりも早く地下水量を汲み上げることになり、地下水位の低下や枯渇が至る所で見
られるようになっていた。特にインドでは、地下水の低下と枯渇をもたらす地下水過剰揚
水問題が、地下水にまつわる諸問題の中でも危機的状況にあるといえる。
次に、インドにおける地下水の過剰揚水問題について見ていく。
3.3

インドの地下水過剰開発問題①

灌漑用地下水

37%
現在利用量
将来利用可能量
63%

出所：インドの水問題
上グラフは地下水灌漑の開発水準（灌漑に利用可能な地下水量と現在利用している量）
を表している。インド全体では地下水灌漑の開発水準は約 37%であるが、開発水準が 50%
を超えている州は多い。ハルヤーナー（75.6）、パンジャーブ（98.3）、ラージャスターン
（72.8）、タミル・ナードゥ（62.6）の 4 州、30～50％に達しているのはビハール(36.0)、
グジャラート（49.3）
、カルナータカ（33.1）、マハーラーシュトラ（34.7）
、トリプラ（33.4）
、
ウッタル・プラデーシュ（42.4）、ウェスト・ベンガル（32.2）と多くの州において開発が
進んでいる。連邦直轄領の多くはデリーの 120%を筆頭に、ディウの 94.84％、ダマンの 80%、
ポンディチェリーの 77.63%と、過剰開発が進んでいる。地下水過剰開発問題が特に深刻な
地下水開発水準が 120％を越えている首都デリーがあるハリヤーナ州と、地下水開発水準が
98.3%に達しているパンジャーブ州というインドの主要な穀倉地帯においては、村の調査で、
ハリヤーナ州の一部では地下水位が年に 0.6～0.7m 下がり、パンジャーブ州では、広い地
域にわたって地下水位が年に 0.5m 下がっていることが判明している。また、降雨量の少な
い半乾燥地域であるグジャラート州では、1980 年代に、96 本の観測用井戸のうち 87 本で
地下水位の低下が観察されている。また、南部のタミル・ナードゥ州では 70 年代以降、地
下水位が 30m 下がっており、州内のコインバトール地区の帯水層はすでに枯渇している。

また、地下水過剰揚水は地域によっては貧富の差をも拡大するのである。地下水位が下
がれば上がるほど、農民はさらに深い井戸を掘らなければならなくなり、水を汲み上げる
ためにはさらに大きなポンプを買わなければならなくなる。しかし、貧しい農民はこうし
た投資をするだけの金銭的余裕がないのである。例えば、パンジャーブ州とハリヤーナ州
の一部の地域では、富裕な農民が約 12 万 5000 ルピー（1 ルピーは約 2.5 円）を投資して、
水中用ポンプ付きの深い管井戸を設置したが、周囲の貧しい農民は自らの井戸では生産能
力が足りず、富裕な農民の農場に自らの農地を貸し、自らはそこの雇い人になるケースが
出てきているのだ。さらに、地下水の過剰揚水によって、鉱物の溶解による化学汚染が起
き、西ベンガル州では、3000 万人が住む地下水からヒ素が検出され、最低でも 17 万 5000
人がヒ素による皮膚の炎症を発症しているのである。
このように、インドの各地において地下水過剰開発、地下水過剰揚水は深刻なレベルに
あり、可及的速やかな対策が求められているといえるだろう。もちろん地下水利用の 80%
強は農業部門によるものだが、それだけが原因ではなく、各地に進出しているこうじょう
等の工業部門による部分も少なからずあるといえる。その中でも、特に、近年、ミネラル
ウォーター産業による地下水の過剰揚水問題がインド各地において頻発している。
次に、企業の工場などによる地下水揚水問題の代表として、このミネラルウォーター産
業が起こしている地下水過剰揚水問題を見ていく。
3.4

インドの地下水過剰開発問題②

現在、インドにおいてボトル詰めのミネラルウォーター市場が急速に拡大している。2004
年にはその市場は 120 億 Rs.（2 億 5,000 万ドル）に伸びると予測されており、現在はイン
ドの飲料水市場の中ではほんの 5%に過ぎないシェアであるが、その成長率は 1 年に約 40%
と高い伸びを示している。このように、インドにおいて、ミネラルウォーター市場が急激
に伸びているのは、上水道のインフラがまだ隅々まで整っていなく、水道水も飲用には適
していないということからミネラルウォーターが飲料水の供給の一端を担っているという
背景があると言えるだろう。
2001 年 10 月放送の NHK スペシャル「ウォーター・ビジネス～水を金に変える男～」
では、インドのミネラルウォーター産業の興隆を以下のように解説している。
「インドは 10
億人を超える人口を有しており、そこに目をつけたミネラルウォーター産業はアメリカの
ミネラルウォーターコンサルタントを雇い、専門家たちと組んでインド政府にインド国産
のミネラルウォーターの品質を悪いとして国際基準の導入の圧力をかけた。2000 年 3 月に
インド政府は、50 項目を超える水質検査を義務づける安全基準を導入した。その結果、厳
しい基準を満たせなかった 3000 ほどの国内ミネラルウォーター・メーカーが廃業したり外
資に買収されたりした。」
このように、安全な水が欲しかったらミネラルウォーターを飲むしかない、という状況
がミネラルウォーター産業によって作り出された結果が現在のインドミネラルウォーター

産業の興隆の背景の一つでもある。現在ではインドの隅々において、コカコーラ社の
「Kinley」やペプシコーラ社の「Aquafina」という外資ブランドのミネラルウォーターが
行き渡っているのを確認できる。実際、私もインド最南端から北部までインドを旅したが、
どこにおいてもコカコーラ社やペプシコーラ社のミネラルウォーターが売っていた。しか
し、このミネラルウォーター産業の興隆は、一方で、インド各地において地下水過剰揚水
問題やそれに伴う諸問題を頻発させているのである。
インドのケララ州では、コカコーラ社のインド最大の工場が 1998 年に操業を開始した。
この工場が約 17 ヘクタールの敷地内で 1 日 150 万リットルの地下水を汲み上げ始めた結果、
近隣の井戸が干上がり、2000 世帯が生活用水を失い、農地は干上がって農業は成り立たな
くなってしまった。住民は生活水を得るために、10km も離れた水源に毎日通わなくてはな
らなくなり、地下水も汚染されてしまった。その後、州の高等裁判所がコカコーラ社に対
し、一ヶ月以内に敷地内の井戸からの取水を止める裁判結果を出し、雨季に入る 6 月 15 日
まで井戸の使用も禁じている。その他、マハシュトラ州やタミル・ナードゥ州、ラージャ
スターン州においても、コカコーラ社の工場による地下水過剰揚水による地下水面の低下
や地下水の枯渇などの外部不経済が多発しているのである。
このように、インドの地下水資源は農業部門においても、工業部門においても過剰揚水
されており、その被害は深刻なものとなっている。1 年間に人口が 1900 万人増加している
インドにおいて、将来の水資源を考慮する際、安全できれいで採りやすい地下水資源は非
常に大事なものである。しかし、現在の利用が続けば近いうちにインドの全ての地下水資
源は再生可能の範囲を逸脱し、枯渇してしまうだろう。
では、インドにおける地下水資源をどのように管理していけばよいのだろうか。その前
に、現在の地下水過剰揚水が起きている背景について検証していかなければならないだろ
う。
次に、インドにおける地下水過剰揚水問題が起きている背景である地下水管理体制の現
状と問題について見ていく。

第4 章
4.1

最適な
最適な地下水管理にむけて
地下水管理にむけて

インドの地下水管理体制の現状と問題

インドの地下水過剰開発を促した要因としては、以下の点が挙げられる。
① 地下水資源のあいまいな所有権
土地の所有者がその土地の地下に存在する地下水資源に対しての水権利を所有している。
しかし、実際には地下水資源はつながっていることから、土地を持つ者なら誰もが消費可
能な資源っており、その結果過剰に揚水されている。
② 農業・灌漑用の電力料金体系が非常に低いこと。
③ 電量料金はポンプの馬力に応じて年間一律料率で徴収されていること。
単位量の地下水のポンプによる揚水の限界費用は 0 であり、平均費用はしだいに減少す
る。
④ ポンプ所有農民は自分の耕地の灌漑に必要以上の余剰水を他の農民に売って、利益をあ
げることができること。
⑤ 地下水資源利用の規制は、新規の井戸設置に関する規制があるが、既存ポンプの取水量
の制限はされていないこと。また、その規制を施行するにあたって発行する許可証をめ
ぐって汚職が蔓延していること。
⑥ 河川（中央水委員会）と地下水（中央地下水局）と管理主体が分かれており、総合的に
最適な水利用が妨げられていること。
このような地下水資源管理の問題点が、地下水過剰揚水問題を助長していると考えられ
る。インドにおいて、地下水開発は、主として農民が個人または集団で制度融資または自
己資金によって行っており、この制度融資の大部分は国立農業・農村開発銀行の再融資で
あり、国立農業・農村開発銀行は農民個人による井戸灌漑の開発に有利な低利資金を与え
る事業計画を推進している。しかし、冒頭で述べたような諸原因がインドの地下水過剰揚
水を助長していると考えられることから、農民による地下水開発の制度融資の際には操作
が行われている。地下水開発計画は地下水の補填量と揚水量の推計にもとづいてブロック
単位で行われており、その揚水量・補填量比率は地下水開発段階と呼ばれている。もしこ
の比率が、
・65%以下の時→その地域は「白色（安全）」とされ、融資は行われる。
・65～85%の時→その地域は「灰色（半危険）」とされ、若干の融資規制が適用される。
・85%以上の時→その地域は「黒色（危険）」とされ、融資は行われない。
というように制度融資の際に限度を設けて、地下水過剰揚水を認可しないようにしてい
る。しかし、この措置においては自己資金で管井戸を設置することができない比較的貧し
い農民には有効であるが、裕福な農民が資金を借り入れずに管井戸を建設することは規制

できないのである。つまり、裕福な農民が管井戸を建設することを規制するような地下水
管理体制が求められている。
このように、地下水の過剰開発を防ぐには、国立農業・農村開発銀行による融資規制だ
けでは十分ではなく、インド政府は 1970 年に地下水の管理のためのモデル法案「地下水（管
理・規制）法案」を各州政府に提示している。それは 1991 年に改訂され、1970 年の模範
法案を基礎にして、グジャラート州では 1976 年に地下水管理法が制定されており、他の諸
州、例えばカルナータカ州、タミル・ナードゥ州においても同様の法律の制定が考慮され
ている。これらの法律では、すべての地下水に対する権利が「全面的に州政府に属するも
の」とされ、地下水に関する紛争をめぐる管轄権は民事裁判所にはないものとされている。
グジャラート州では、地下水の利用に際して登録証書と認可証制度を設けて地下水の利
用を全面的に州政府の下公共管理している。主として州政府地下水開発機関から州政府に
よって任命される人々からなる「庁」が設置され、この庁が地下水管理区域を指定・通告
している。この庁は、その区域で適当とみなす規制を発布する権限をもっており、地下水
の新たな利用を認可する制度を確立でき、既存の利用者は全員区域の指定後に庁に登録し
なければならないようにしている。また、登録証書と認可証は、庁が管理目的のために必
要とみなす時には、家庭用途（飲料、調理および沐浴(注 1)）を除いて、いつでも取り消す
ことができる。このように、グジャラート州では州政府として、
「登録証書や認可証」など
の手段を用いて地下水利用の登録、認可制度を導入している。同様に、調査・差し押さえ
の規定も設け、条項に違反した場合には多額の罰金を課すことを規定している。
カルナータカ州の法律では、罰金に加えて、井戸の登録以外の条項に違反した場合には 2
年以下の投獄を規定している。
（電力供給停止条項が 1987 年に中央政府によって勧告され
ている。）タミル・ナードゥ州の法律では、いかなる違反に対しても電力供給の停止を規定
している。他の州では、許可制やポンプの電力制限などの方法、あるいは一回の揚水と次
の揚水との間に最低限の期間を設定している州もある。
このようにインドの地下水資源が過剰揚水されている諸要因と、各州政府による管理方
法について述べてきたがまた新たな問題も見られる。それは例えば、州の管理組織には地
元の代表を入れる地元の集団に管理権を委譲する規定がないことである。そのため、地下
水の規制は農民主体ではなく州政府主体のものになり、その地域ですでに管井戸を持って
いる農民とそうでない農民との格差を拡大する可能性が起きている。また、インドの農村
のように農民階層格差と身分位階とのからみあっているところでは、上層農民と行政との
癒着が強く、行政による直接的規制は賄賂などを通じて回避される恐れもあるだろう。
(注 1)沐浴とはヒンドゥー教徒の聖なる儀式の一つであり、聖なる河とされている場所で

全身を河に浸して祈ることである。（下写真参照）

上写真：イ
ンドはバラナシにて沐浴するインド人。
2005 年 9 月 7 日筆者撮影。
以上のような諸問題がインドの地下水管理体制にはあることがわかった。その上で、地
下水過剰揚水問題を防ぎ、永続的に地下水資源を利用していくにはどのような管理方法が
望ましいだろうか。
次に、世界各国の地下水管理の取り組みを参考にしてから、インドにおける最適な地下
水管理体制について検討していく。
4.2

世界各国の地下水管理体制

地下水は誰のものかという論争は古くからあった。つまり、地下水は皆のものだという
公水論と、地下水は土地の所有者がその土地に井戸を掘って自由に汲んで利用できるから、
土地所有者個人のものだという私水論である。次に日本とアメリカ、そしてヨーロッパの
国々の地下水資源管理について見ていく。
日本
民法 207 条によって、土地の所有権は「法令の制限内に於いて其の土地の上下に及ぶ」と
されている。つまり基本的には土地を堀って、地下水を汲み上げて、それを利用すること
は、土地所有者の勝手であり、あとは他の法令次第ということであった。地下の鉱物を採
掘する際には鉱業法による鉱業権が必要であり、地下鉄がやむを得ず私有地の地下を通る
場合には賃貸借契約が結ばれることもある。そのため、明治・大正の判例では、地下水を
私水論として扱っているが、地下水の枯渇が社会問題となってくるにしたがって、1966 年

には「地下水は皆の資源であり、流動するものだ」という判決がでている。1974 年の建設
省の地下水管理制度研究会、科学技術庁の資源調査会及び 1975 年の建設省河川局がつぎつ
ぎに公表した地下水の総合管理を主な目的とした法案においては、地下水資源は皆のもの
であるという公水論に基づいている。1975 年には日本でもっとも地下水管理が進んでいる
と評価されている神奈川県秦野市が地下水を量的に管理するために許可制を導入し、事実
上新規の揚水を禁止した。同時に一日 20t 以上の取水する企業などの揚水者には「地下水
協力金」という形で 1 立方メートルの取水につき 20 円を課金している。2000 年度の秦野市
の地下水揚水量は水道からの取水が 1682 万立方メートルで、協力金対象工場 26 社による
取水が 207 万立方メートルであり、約 4000 万円の協力金が集まっている。
最近では日本のミネラルウォーター国内生産量の約 50%を占めている山梨県において、ミ
ネラルウォーター産業から一定の税を徴収する案が検討されている。
このように、日本では地下水資源管理は、中央における包括的な法律の下、各地方自治
体が各々の管理体制をしいている。
アメリカ
アメリカにおいて、地下水は国民の 50%以上が使用する飲料水の主要な供給源となっている。
しかし、包括的な法律は存在しておらず、州によって地下水管理は異なっており、地下水
の所有権はその上にある土地に帰属すると考える州もあれば、土地所有者が地下水を汚染
から守れるようにしてやる必要があるとともに、その利用を合理的なレベルに制限する必
要があると考える州もある。しかし、地下水に対する要求条件を盛り込んでいる制定法は
主要なものだけで 7 つある。現在、全ての州において飲料用に供給される地下水はモニタ
リングされており、多くの州において地下水利権の許可制が導入されている。
ヨーロッパ
海抜 0 メートル以下の地帯が国土の 4 分の 1 を占めているオランダでは、地盤沈下を引き
起こす地下水過剰揚水を防ぐために早くから地下水取水に対して対策を講じている。地方
自治体は地下水の取水に対して許可証を発行して利用規制をしき、1983 年からは地下水利
用料金制度があった。これは地下水の維持管理の費用をまかなうためのものであるが、税
率は 1 立方メートルにつき 0.0044～0.056NLG（約 0.2～2.8 円）であり、1995 年になると
直接税減税の原資として国の地下水税が導入されている。課税対象者としては、水道、工
場、農場であった。税率は 1 立方メートルにつき 0.36NLG(約 18 円)で、2001 年には税収が
3.75 億 NLG（約 180 億円）となっており、使途は一般財源になっている。
ルーマニア、ポーランド、ギリシャ等は地下水公物論を法律で宣言しており、その他の
多くの国では地下水を土地所有権に含まれるものとして私的所有としている。しかし、こ
の「私的所有」もその内容を見ると、とても強い公共的制約が加えられている。イタリア
統一水法典では、公共の利用に適するものと認められる地下水は土地所有権と切り離され
ている。

井戸の堀削については、多くの国では地域の指定するか小規模の家事用以外は原則禁止
または事前の許可を必要としている。オーストリアや旧西ドイツでは「水台帳」という制
度を設けており、地下水の利用の際には「水台帳」に登録するものとして、登録しないも
のは利用させないという方法で制度的に地下水の利用を全面的に公共管理のもとにおいて
きた。ヨーロッパの地下水法制で特徴的なのは、地下水を他の水資源とともに統一的にと
らえ、総合的な水資源管理の法制度としているということである。スウェーデン、イング
ランド、スコットランド、イタリア、オーストリア、ドイツなどは地下水の管理を「水法」
「統一水法典」
「連邦水法」
「連邦水管理法」などに規定し、スイスでは「連邦水質保全法」、
フランスでは「水の配分と水の汚染防止に関する法律」に規定している。
以上見てきたように、世界各国では地下水資源を他の水資源と包括的に管理する法律の
もと、地下水資源を公共管理のもとにおいている。その上で、それぞれの地域などで個別
の管理方法をしいており、地下水の希少価値がでてき始めてからは、地下水資源の利用に
対して認可証の発行や課税するなどの経済的手段を導入することによってその利用をコン
トロールしている。
このような世界各国の取り組みから、次章ではインドの地下水資源の管理に経済的手段
を導入することを検討していく。しかし、その経済的手段を導入する前段階として、4-1 で
述べたような地下水過剰揚水の原因となっているインドの地下水管理体制の問題点を是正
しなければならない。そのため、次に、インドの最適な地下水管理にむけての土台を考え
ていく。
4.3

最適な地下水管理体制にむけて

これまでインドの地下水資源管理体制の問題点と、世界各国の地下水管理体制を見てき
たので、それを総括して、インドの最適な地下水管理体制にむけての土台を創るために以
下の実施を提案する。
① 地下水や帯水層の長期的涵養率について、信頼できる公平な評価研究の実施
現在、地下水過剰揚水問題によってインドの地下水資源は危機的状況にある。再生可能
資源である地下水資源を将来にわたって持続可能に管理維持していくためには、経済学的
には地下水資源のストックが最適に管理されなければならない。各期ごとにその期の地下
水に涵養される水量を上回る量の地下水揚水を続けると、総地下水量は毎期減少して、つ
いにはその地下水は枯渇に至るからである。そのため、毎期の地下水揚水量を各期の地下
水に涵養される水量分にとどめて、地下水を永続的に管理維持していかなければならない
のだが、そのためには、地下水や帯水層の長期的涵養率についてのデータが必要である。
最近では中央地下水委員会が約 1 万 5000 の観測所網（大部分が国全体に均等に分布する
既存の浅井戸から選んだ浅井戸）を利用して地下水位を監視しており、地下水位測定はこ
れらの観測所で年間 4 回、1、4～5、8、11 月に行われ、毎年 4～5 月の監視時には地下水サ

ンプルが化学分析のために採取されており、こうして収集されたデータが種々の時期や月
の地下水位長期変動趨勢の作成に用いられている。しかし、地下水涵養量を推計するに際
しての「比産出率」という重要なデータが、農業再融資公社（のちの国立農業・農村開発
銀行）が設置している地下水過剰開発委員会と、インド中央政府が設置している地下水推
計委員会で数字が異なっている。推計された地下水涵養量から求める地下水資源による灌
漑能力を算出するにおいても、取り扱うデータが異なったりしているのが問題である。
そのため、地下水や帯水層の長期的涵養率について、信頼できる公平な評価研究が必要
である。
② 地下水涵養量を上回る非持続可能な地下水利用が行われている地域における、雨水
や余分な川の水を地下の帯水層に流し込む人工的涵養措置
もし、現在の揚水レベルが持続可能な限界を超えているようなら、揚水量の削減とともに、
雨水や余分な川の水を地下の帯水層に流し込んで人工的涵養をすることが必要である。
③ インド中央政府として「地下水を他の水資源、そして森林機能を総合的にとらえる
総合的な水資源管理の法律」の制定
インド政府は 1970 年に地下水の管理のためのモデル法案「地下水（管理・規制）法案」を
各州政府に提示し、この模範法案を基礎にして、各州が地下水管理法案を独自に制定して
管理している。しかし、地下水の過剰揚水問題が各州で大きな問題となっている現在、イ
ンド中央政府として改めて土台となる法律制定が求められる。それは「地下水と、他の水
資源、そして森林機能を総合的とらえる総合的な水資源管理の法律」である。地下水と河
川や湖沼などの表流水は水循環で捉えるとつながっており、さらに森林機能とも大きく関
わっているために総合的な管理法案が必要である。
④ インド中央政府による、または各州政府による「地下水の私的所有・私的利用を禁
止し、地下水を公共管理の下におく法律」の制定
現在のインドの地下水過剰揚水現象が起こっている原因は、地下水の所有・利用権の法的
規定が明確ではないためである。しかし、地下水の公益的価値は土地所有者だけではなく
社会全体がその受益者となるべきであり、世界各国の地下水管理においても、人口の増加
に伴い地下水資源の希少性が高まり、地下水を公共管理のもとに置いている。3-4 節で述べ
たが、グジャラート州では 1976 年に制定された地下水管理法で、「すべての地下水に対す
る権利を全面的に州政府に属するもの」としている。このように地下水に対する権利を州
政府に属するもの、もしくは中央政府に属するものとして、インド中央政府による、また

は各州政府による「個人による地下水の私的所有・私的利用を禁止し、地下水を公共管理
の下におく法律」の制定が必要である。
以上、地下水利用の永続的に利用可能なための管理体制の土台のために、
① 地下水や帯水層の長期的涵養率についての信頼できる公平な評価研究研究の実施
② 地下水涵養量を上回る非持続可能な地下水利用が行われている地域における、雨水や
余分な川の水を地下の帯水層に流し込む人工的涵養措置
③ インド中央政府として「地下水を他の水資源、そして森林機能を総合的にとらえる総
合的な水資源管理の法律」の制定
④ 地下水に対する権利を州政府に属するもの、もしくは中央政府に属するものとして、
インド中央政府による、または各州政府による「地下水の私的所有・私的利用を禁止
し、地下水を公共管理の下におく法律」の制定
が、実施されたと仮定する。
その上で、上述したような「公共管理の下に置かれた地下水資源」を永続的に利用してい
くに、経済的手段の導入を検討する。
次に、最適な地下水管理体制を実現するための経済的手段、許可証による地下水利権取
引制度の導入について検討していく。

第5章

許可証による
許可証による地下水利権取引制度
による地下水利権取引制度の
地下水利権取引制度の提案

前章で述べたように、一旦地下水の権利を中央政府または州政府の公共管理下に置くこ
とが望ましい。その上で、地下水利権を各地域、各自治体にうまく割り当てなければなら
ない。ではどのような割り当て方が望ましいだろうか。
地下水は各地域、各自治体によって管理利用されるよりも、地下水流域に住む人々すべ
てによって管理利用されるのが適当だと考える。なぜなら、地下水は流域というものがあ
り、それは各地域、各自治体のような区分では捉えられないものだからである。近年では
シミュレ－ションなどにより地下水涵養地域から流出地域まで地下水流域や流動が数量的
に解明できるようになっている。地下水の受益はその地下水流域すべての人々が受けるこ
とができるべきであるとの考えから、その利用は地下水流域の住民の合意に基づき、その
地域に生息するすべての生きものへの配慮の上で利用されるべきものであると考えられる
ようになってきている。
つまり、地下水流域に住んでいる人々による管理利用が永続的な地下水利用には望まし
いと考える。そのため、地下水利権は中央政府または州政府から地下水流域の上に住んで
いる人々全員に割り当てられるべきだと考える。その上で、割り当てられた地下水利権を
永続的に管理利用維持していくためには、その地下水流域に住む全ての主体が自然と互い
に協力するインセンティヴを与えてやればよい。
そのために、まず、割り当てられたある地下水流域の地下水利権を「その地下水流域に
住む人々による共同管理体制の下」に置くとする。地下水資源を永続的に管理維持利用し
ていくためのインセンティヴをその地下水を利用する流域の住民全てに与えるのである。
この管理体制というのは、具体的には、その流域の住民からなる「流域共同地下水管理利
用組合」（仮称）なる組織を作り、それを中心に管理維持していくという管理体制である。
従来の地下水管理組織は州政府だけによるものであったが、この「流域共同地下水管理利
用組合」なる組織は、流域から選出された住民と州政府などの役人からなる組織で、将来
にわたるその流域の地下水資源の永続的な利用、管理、維持、監督の責任と義務を中央政
府または州政府に対して負うものとする。このように管理組織に流域の住民を入れること
で、州政府による上からの管理ではなく流域主体の管理体制になっていくと考えられる。
地下水流域は国境を越えるものもあると思われるが、この論文では、インド内で完結す
る地下水流域を管理するという前提を置く。
5.1

許可証による地下水利権取引制度の概要

この流域共同地下水管理利用組合は、流域の地下水資源を永続的に管理利用していくた
めに、許可証による地下水利権取引制度をその流域において導入することを提案する。許
可証による地下水利権取引制度とはどのようなものだろうか。
次に、許可証による地下水利権取引制度の概要について見ていく。

① 地下水揚水量の許容可能な水準を決定する。
これは、
各期ごとにその期の地下水に涵養される水量≧地下水揚水量→永続的地下水利用可能
各期ごとにその期の地下水に涵養される水量＜地下水揚水量→永続的地下水利用不可能
から、
各期ごとにその期の地下水に涵養される水量になる。
② この許容可能揚水水準に相当する数の揚水許可証を発行する。
たとえば、許容可能地下水揚水量を 100 単位が認められたとするとき、それぞれ揚水 1
単位を認める 100 の許可証が発行されるという具合になる。
③適当な方法により各主体に配分する（初期割当と呼ぶ。）
③ この許可証の範囲内で各主体は地下水から揚水できる。
④ この許可証は自由に取引できる。（2 次配分と呼ぶ）
自分の持つ許可証の揚水量よりも、実際の揚水量が少ない汚染者は「クレジット」を
受け取ることができる。たとえば、企業 A は 10 単位の地下水揚水許可証を保有している
が、実際には、8 単位の揚水しかしていないとする。すると、この 2 単位のクレジットは
取引可能となる。もし、企業 A にとって、2 単位揚水量を減らすほうが、2 単位の許可証
の販売価格よりも安ければ、企業 A は 2 単位揚水量を減らしてその許可証を売るインセ
ンティヴが働くことになると考えられる。
つまり、
限界的な揚水削減費用＜許可証の相場価格→許可証を売るインセンティヴ
限界的な揚水削減費用＞許可証の相場価格→許可証を買うインセンティヴ
が付与されることになる。
必要量の揚水許可証を所持していない主体が揚水をすることは、不法行為となるので、流
域全体としての総揚水量は、揚水許可証の有効な発行量によって制約され、結果的に永続
的な地下水利用が可能な総揚水量が流域内で行われることになる。このシステムがしっか
りと機能するためには、揚水する各主体が許可証に基づく揚水を遵守しているかを監視す
るシステムと、違反に対する罰則規定が必要である。たとえば、揚水許可証取引制度と同
様のシステムであるニュージーランドの捕獲許可証取引制度においても、適切な監視シス
テムがあるときは、制御は比較的簡単にできている。揚水量については難しい面があるか
もしれないが、違反した再の罰を非常に重くする等で違反するインセンティヴは防げるも
のと考える。
このように、許可証による地下水利権取引制度では、地下水揚水量を永続的利用の範
囲内に収めることができる。また、市場原理に基づいた自由な取引を認めていることから、

この許可証による地下水利権取引制度は規制による配分よりも効率的な地下水利権配分を
実現できる。
次に、許可証による地下水利権取引の導入が効率的な地下水利権配分を可能にするこ
とを簡単なモデルで見ていく。
5.2

モデルによる検証

まず、地下水から揚水をしている、A という農場と B という企業の工場を考える。揚水削
減（節水）にたいするコストはそれぞれで異なり、農場 A では 1000 立方メートルの揚水を
削減（節水）するのに 3 万円かかり、工場 B では 1000 立方メートル当たり 2 万円かかると
する。この両者の限界費用は下図の 2 つのブロックの高さで表している。全体の揚水量は
各々5000 立方メートルの計 1 万立方メートルであるとする。規制者は直接規制によって、A
と B にそれぞれ 1000 立方メートルずつ、全体で 2000 立方メートルの揚水を抑制するよう
に命じたとする。A にとっての費用は 3 万円で、B にとっての費用は 2 万円なので、法令遵
守費用は 5 万円になる。また、揚水量は 1 万立方メートルから抑制分を引いた 8000 立方メ
ートルになる。直接規制方法を用いる代わりに、規制者は、揚水量 8000 立方メートル分の
許可証を発行することができる。A も B も 5000 立方メートルずつ揚水しているので「同等」
の揚水主体である。そこで規制者は 8000 立方メートルの割当を A と B に等しく配分するよ
うに決定する。つまり、各主体は地下水揚水 4000 立方メートル分の許可証を得ることにな
る。(この配分の仕方をグランドファザリングと呼ぶ)

この許可証の取引を認めることに

すると許可証は売買可能になるので、許可証は市場価格を持つことになる。下図のように、
地下水揚水量 1000 立方メートル当たり 2 万 4000 円の市場価格が結果的につけられたとす
る。工場 B は 2 万円の費用だけで揚水量を削減（節水）することができる。したがって、
揚水量を保有許可証の数よりもさらに減らすことにより、B は利益を得ることができる。つ
まり、工場 B は(5000 立方メートルから 4000 立方メートルに)1000 立方メートル減らすだ
けでよいにもかかわらず、これ以上、たとえば 3000 立方メートルまで減らすことで利益を
得るのである。これによって、1000 立方メートルのクレジットが生じ、A と取引すること
ができる。A は喜んで許可証を買うだろう。なぜならば、これによって A は揚水量を減らす
必要がなくなるからである。その結果、B は 2000 立方メートル揚水量を減らし、A はまっ
たく減らしていない。しかし、全体で 2000 立方メートルの揚水量が削減されるのである。
この結果、地下水の揚水量は直接規制の場合と同じになるのにも関わらず、A と B も許可証
の取引によって利益を得ることができるのである。
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(注)取引による利益、4000＋6000＝10,000 は、限界費用の差である
このように、許可証による地下水利権取引制度の導入は、その流域の地下水利権の効率的
な配分を実現できる可能性があることがわかる。揚水許可証が取引される価格は、市場の
需給状態を反映して変動するが、最終的には各主体の限界揚水削減費用と揚水許可証の売
買価格が一致するように価格が形成されることになる。したがって、各主体の限界揚水削
減費用がすべて等しくなるという効率性の条件は満たされる。
このような市場原理による 2 次配分は、一般的には流通市場で行われる。流通市場は商
品取引所のように組織化されている場合や、相対取引が中心の場合、管理当局の仲介に限
って取引が認められる場合がある。しかし、自由取引制度は、企業による独占や価格の乱
高下をもたらす危険性を秘めている。そのため、流域共同地下水管理利用組合のような流
域の地下水管理の組織が、第三者として仲介する必要があると考える。
以上見てきたような、許可証による地下水利権取引制度を導入することで、永続的であ
りかつ効率的な地下水利権の配分と使用が可能となるのではないだろうか。
では、中央政府または州政府から割り当てられたその流域の地下水利権をはじめにその
流域内の各主体に配分する（初期配分と呼ぶ）にはどのような方法があるのだろうか。

次に、初期配分の方法と世界各国の導入例について見ていく。
5.3

初期配分の方法と世界各国の導入例

水利権の初期配分は、河岸の土地所有者が取得する制度（河岸所有権主義）
、最初に利用
した者が取得する制度（先行取得主義）
、政府主導の比較審査又は裁量による制度が知られ
ている。河岸所有主義は水の豊富な地域、先行取得主義は水の乏しい地域、政府主導は開
発途上国に多いとされている。また、過去の揚水水準に基づく算定基準によって総揚水許
可量を各主体に割当てるグランドファザリングや、政府あるいは地元の管理当局が許可証
を競売するオークションという制度もある。
これまでの初期配分の例では、ニュージーランドの漁獲許可証取引がグランドファザリ
ングを導入しており、チリの水利権取引ではオークション、コロラド州の水利権取引では
先行取得主義が導入されている。この中では、グランドファザリングが、過去の水準に基
づいた割当がなされるので、政治的に受け入れられやすい配分システムといえる。また、
グランドファザリングは買戻しや比例的削減を行いやすいメリットもある。しかし、この
方法は既得利権者にとって有利な配分であり、貧困層などが締め出されるのではないかと
いう公平性の問題がある。
インドにおける地下水利権の初期配分をする際には、それまでの既得利権者に配慮する
ことと共に、貧困層への考慮を含めたものでなければならないだろう。許可証取引制度に
関するこれまでの歴史から考えると、初期配分にとって重要なことは、受け入れられやす
い方法を見つけることであるため、その観点からではグランドファザリングが妥当な制度
であるといえる。どのような初期配分をするにせよ、社会的に公平な配分を実施していく
ことがインドにおける導入に関しては重要だと考える。
これまでに水利権取引制度を導入して成功したとされている代表例は、アメリカ・コロ
ラド州、ニューメキシコ州とチリである。その他にも、アメリカのカリフォルニア、アリ
ゾナ、アイダホ、ユタ、ワイオミング各州やメキシコやオーストラリア、ネパールでも導
入されている。
コロラド州では、水利権の初期配分は先行取得主義である。河川毎に管轄が分かれ、灌
漑地区間、あるいは都市と農家間の水取引が盛んに行われている。水利権は所有権の一種
と考えられており、水裁判所と州エンジニアが権利の移転によって第三者に損害を及ぼさ
ないことを確認すれば、取引が成立する。都市部では住宅開発を行う際に、水利権を購入
するというパターンが多くなっている。州政府が利用する場合も民間同様に水利権を購入
する必要がある。1969 年に地下水が表流水のシステムに統合され、井戸水を汲み上げる際
には利用者の優先順位が定められている。
チリでは、水利権取引制度を 81 年に導入している。水利権は土地などの財産権と同様に
扱われ、売却、一時的な賃貸、長期間の賃貸などの自由な取引が可能となっている。新し
い水源はオークションで初期配分されている。この制度の導入によって水利用の効率性が

高まり、雨量の少ない地域では取引が活発になり、農業生産の成長に寄与したとされてい
る反面、リマリ川流域で大手フルーツ輸出業者に水利権の集中が進んだという問題も起き
ている。
カリフォルニア州では、91 年に旱魃水銀行という制度が導入され、降雨量が少ない年に
限ってこの銀行が水の移転を実際に行っている。例えば、95 年は結果として十分な降雨が
あったが、銀行は予め水利権のオプションを希望者から購入しており、旱魃の際に売却で
きるように備えていた。
このように、水資源管理の有効な手法として、今後多くの国で水利権取引制度は採用さ
れていくことが予想されている反面、チリのリマリ川流域での大手フルーツ輸出業者によ
る水利権の買占めや、ネパールでの資本家によるプランテーション経営のための水利権の
買占めによる水利権の独占という問題も起こっている。
しかしながら、許可証による取引制度は、アメリカでは古くから大気汚染許可証取引制
度や二酸化炭素排出許可証取引制度が導入されており、イギリスにおいても 2004 年には廃
棄物埋め立て許可の取引制度が導入されており、国際的、広範囲な環境分野においての積
極的な導入が目立っている。これは、大きく分けて以下の 4 つの長所があるためである。
①違反の監視および取り締りが的確に行われるかぎり、許可総量は意図どおりに達成でき
る。②規制遵守費用を低く抑えることができる。③より効率的な配分ができる。④事業者
へ技術革新へのインセンティヴを付与できる。反対に、短所や課題は以下の 4 つがある。
①社会的、文化的にマイナスの影響が及ぶ可能性がある。②運営コストがかかる。③価格
の異常な高騰や乱高下が生じる可能性がある。④独占力が行使されうる可能性がある。
①の社会的、文化的にマイナスの影響が及ぶ可能性というのは、③④にも関係がある。
つまり、地下水利権を自由取引にすることで、水という無くては生きていけない財を石油
のように商品化するのはどうなのか、という反対である。しかし、現在のインドにおいて、
水不足に直面している人々が大勢いる一方で、地下水資源が急速に枯渇に向かっていって
いるのは否めない事実である。そのため、地下水資源を永続的に最適に管理していくため
には、市場原理を取り入れて地下水資源に価格付けをしてやることが大事なのではないだ
ろうか。この許可証による地下水利権取引制度の導入によって、企業が利益を稼ごうとす
るインセンティヴも働くだろうが、それに対しては流域共同地下水管理利用組合のような
流域の地下水管理の組織や中央政府や州政府などの信頼できる者が、地下水利権取引を第
三者として仲介、監視するといった役目を行えばいいのではないだろうか。これらの参考
としてはアメリカなどの証券取引運営をお手本にすればよいだろう。当然、企業による地
下水利権独占を事前に防衛するような制度も織り込んでおく必要があるだろう。
この許可証による地下水利権取引制度は、管理当局が裁量的に配分する方法や、私有化
や民営化という形態で公共資源そのものを民間主体に委譲するという極端な方法、つまり
両極端な方法に比べて、民間および政府の両面の長所を出すことができるのである。すな

わち公共資源そのものの所有権を保持することで、政策目的に適った管理・運営を行う柔
軟性を確保しつつ、市場原理による効率性を得ることができ、地下水資源は永続的利用可
能な範囲内で利用されるのである。
このように、長所と短所、課題を考えても、インドにおいてはこの許可証による地下水
利権取引制度を導入することが長期的に考えても最適な利用を実現できるのではないだろ
うか。もちろん、その際には問題点があるだろう。その問題点に対する解決方法なども含
めて、次に、インドにおける地下水揚水許可証取引制度導入実現にむけて検討していく。
5.4

インドにおける許可証による地下水利権取引制度の導入実現にむけて

これまで見てきたように、この制度が経済的に合理的で効率的な地下水利権を配分する
ことがわかった。しかしながら、地下水資源は大気汚染物質や廃棄物などとは異なり、人
間にとって生きていく上で欠かせない財という側面を持っていることから、許可証には慎
重な制約が課されるべきである。考えられ得る制約について箇条書きで見ていく。①地域
の特性や事情を考慮した取引制度の制度設計。②許可証の有効期限の設定③用途制限④許
可証入手の資格⑤政策的に必要な場合、管理当局が一方的に使用権を収用したりして用途
を制限できる権利。以上のような制約が考えられる。①の地域の特性や事情を考慮する、
というのは、伝統的に地域で地下水を管理利用している村もインドにはまだ存在している
ため、それらの地域への導入は見合わせてもいいだろうし、地域によっては企業が多かっ
たり貧困層が多かったりするだろうということである。②の許可証の有効期限の設定とは、
恒久的な有効が認められる場合や自動的に更新が認められる場合、その公共資源に対する
実質上の永久使用権ないし私的所有権としての性格が強くなる。しかし、技術進歩や経済
環境の変化、あるいは何らかの政策上の必要性から、配分可能な公共資源の総量や利用に
関わる制約を変化させる必要に迫られる可能性があることを考慮するべきであるし、その
ためには期限付きが妥当であるということである。③の用途制限とは前節で述べたような、
企業などによる独占などを防ぐ為のものであるし、また農業部門と工業部門、そして最低
限保障されるべきだろう生活水部門との兼ね合いのことである。④は、取引地域や国籍等
の制限や、資金力等の能力に関するもの等があるだろう。
これらの制約は慎重に検討して初めて、各流域においてこの制度は導入されうるものに
なるだろう。しかしながら、インドにおいては第 2 章で見てきたように水不足に直面して
いる貧困層が数多くいる。大気汚染物質や廃棄物などとは異なり、地下水という水資源は
人間にとって生きていく上で欠かせない財という側面がある。そのため、この許可証によ
る地下水利権取引制度の導入は、その導入前またはその導入と共に水不足に悩む人々がい
なくなることが最低限の前提になると考える。なぜならば、水不足に悩む人々がいる中で、
地下水利権が取引されるというのは倫理的にあってはならないことだろうと考えるからで
ある。

上写真：インドはバンガロールのスラム地区で暮ら
す子供たち。彼・彼女らの水不足を解消することが
先決であることは言うまでもない。
2005 年 8 月 23 日筆者撮影。
しかし、第 3 章で述べてきたが、インドでは水不足に悩む人々がいる中で、水を商品に
して利益を稼いでいるミネラルウォーター産業が急速に発展してきている。社会全体が受
益すべき公共財である水を私的に販売し利益を稼いでいる飲料水メーカーがいるのに対し、
そのミネラルウォーター工場周辺に住んでいた住民は、飲料水メーカーによる地下水の過
剰揚水による地下水の枯渇または汚染などによって被害を受けているのである。
そこで、地下水利権取引制度の導入前または導入と共に、ミネラルウォーター産業のミ
ネラルウォーターの「生産量」または「販売量」にミネラルウォーター税なる税をかける
こともあわせて提案する。いまだ上水道が普及していないインドにおいては、ボトル詰め
のミネラルウォーターはある部分ではインド国民への水の供給でわずかながらも一端を担
っているといえる。しかし、この水はもとはといえば地下水という無料の水をボトルに詰
めただけであり、その飲料水メーカーによる地下水の過剰揚水はその地域の地下水を枯渇
に追い込んでいるのである。ましてや水不足に窮する人々が数多くいるインドである。年々
売り上げを伸ばしている飲料水メーカーのボトル詰めのミネラルウォーターの「生産量」
または「販売量」に対して課税をかけることによって、その税収を貧困層への水不足問題
の対策費とするのである。この発想は現在日本の山梨県でも検討されている。県側の見解

に対してミネラルウォーター産業は、
「県のきれいな水による恩恵は受けているので協力金
などの形で応分の負担、協力はしたい」と言っているが、ミネラルウォーター税と方法に
は不公平だと反対している。しかし、日本では水不足に直面する人々がいない。インドで
は水不足に直面している人々が数多くいるというのが最大の問題だと考える。以上のよう
な観点から、インドにおけるミネラルウォーター産業に対して、ミネラルウォーターの「生
産量」または「販売量」に税金をかけることを提案する。その税収使途は貧しい人々に対
しての上水施設の整備等水不足解消政策費に充てるのである。
以上のように、インドにおける許可証による地下水揚水利権取引制度の導入については、
まだ詰めていかなければならない問題が多々あると考えられるが、インドの地下水資源の
危機的状況を救うには考えられる一つの有力な手段であると考える。

上写真：バンガロールのスラムにて桶に入れた水で行水する子供
2005 年 8 月 23 日筆者撮影。

終章
水不足問題は人類の存続を左右するほど重大な環境問題である。日本ではあまり関心が
持たれていないが、世界各国では水不足に生命を脅かされている人々が数え切れないほど
いる。その中、この論文では現在世界第二位の人口大国であり、世界で最も貧困層を抱え
ているインドの水不足問題の解決方法について焦点をあててきた。単純に水供給量を増加
させるのではなく、かといって人口を抑制するのでもなく、水資源の管理というアプロー
チから水不足、それに伴っている貧困問題を解決しようとしてきた。広大なインドにおい
ては、未だ上水施設が整っていない地域がたくさんあり、飲料水確保の主要な手段は地下
水であり、その地下水資源について最適な管理方法を見てきた。結論は、
「地下水資源管理
に許可制による地下水利権取引制度を導入する」ことである。
その前提の提言としては、4 つある。一つ目は、地下水や帯水層の長期的涵養率について
の信頼できる公平な評価研究研究の実施である。これが最適な地下水管理を持続可能なも
のにする土台となる。二つ目は、地下水涵養量を上回る非持続可能な地下水利用が行われ
ている地域における、雨水や余分な川の水を地下の帯水層に流し込む人工的涵養措置であ
る。これによって、現在枯渇への道を歩んでいる地下水資源を復活させることができる。
三つ目は、インド中央政府として「地下水を他の水資源、そして森林機能を総合的にとら
える総合的な水資源管理の法律」の制定である。地下水と表流水と森林機能はお互いに密
接に結びついていることから、これらを総合的に管理する法律制定が求められる。そして
四つ目が、地下水に対する権利を州政府に属するもの、もしくは中央政府に属するものと
して、インド中央政府による、または各州政府による「地下水の私的所有・私的利用を禁
止し、地下水を公共管理の下におく法律」の制定である。現在インドの地下水資源を枯渇
に追いやっている最大の原因であるのが、この地下水の所有権のあいまいさである。これ
ら 4 つの提言と、先に挙げた「地下水資源管理に許可制による地下水利権取引制度を導入
する」ことで、インドにおける地下水資源は最適な管理がされ得るということがわかった。
その際には、最後に触れたミネラルウォーター産業に対するミネラルウォーター税の課税
も一緒に実施していくのが望ましいのではないだろうか。また、昔からインド政府が行っ
ている貧困削減政策と絡めて考えていくべきものでもある。同時に、水不足はインドだけ
の問題でも無く、世界全体として国連のような国際機関を設立して、一緒になって可及的
速やかに世界の水不足問題解決に向けて有効な行動を示していかなければならないとも考
える。
今回この論文を書き上げていくにしたがって、私はそれまで世界の水不足について「何
も知らない」で 23 年間暮らしてきたことに、少なからず負い目を感じてしまった。しかし、
この水不足問題は「知らなかった」では済まされないものである。同じ地球に住む人類と
して、私たちは世界で起きている水不足問題に関して一人ひとりがしっかりと知るべきで
あるし、その上で「自分に関係のある問題」だという認識を持たなくてはならない。これ
は水不足問題に限らず全ての地球環境問題に対してもいえることである。これらの環境問

題も、一人ひとりが他人の問題だと考えていることから起こっているのだから。そのため
の、最初のステップは「知る」ことである。知らなければ何も感じないし、何も行動を起
こさないだろう。そのため、地球環境問題に関しての教育は今後ますます重要になってい
くだろうと思われるし、そうならなければならない。その上で、一人ひとりが「自分に関
係のある問題」として考えて、行動をしていかなければならないだろう。
私は、今回この論文のテーマを書くにあたって、卒論のテーマを変更している。学生時
代最後の集大成となるであろう卒論に情熱をこめて取り組めるテーマがいいと考えたのだ。
インド旅行から帰ってきて、インドやインドで出会った人々への想いが忘れられなかった。
そのような経緯でテーマを変更し、短い時間ながらも大量の文献を読み込み、そこから自
分の論文を作成していくプロセスは、大変だったがその分面白かった。それらの文献と、
インドはバンガロールでお世話になった中山実生さんとジョン・デヴラジ氏をはじめとす
る Born Free Art School の皆様ならびにストリートチルドレン達、そして私がこの研究会
に入って論文を書くまでの間大変お世話になった大沼あゆみ教授に改めてこの場で心から
の感謝をしたい。

上写真：インドはバンガロールのスラム地区。上水施設が足りない。
2005 年 8 月 23 日筆者撮影。
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