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１２月１１日企画小委員会意見

中 道 宏

Ⅰ．新たな土地改良長期計画の策定のあり方について（中間とりまとめ）

「目指す成果 （資料－３－２別紙）の「いのち 「循環 「共生」は「水」 」、 」、

」 。と生命の世紀 における農業農村整備事業の位置付けを的確に表現している

また、他の公共事業の長期計画と統合せず、独立して策定しているのには

意義があり、堅持すべきである。農業農村整備事業は農政の他の施策と緊密

な連携のもとに推進されるべきであり、このことは国交省の公共事業とは基

本的に異なる。農業集落排水事業と下水道事業はその工法から単純に同一視

されがちであるが、前者は農村地域の水質を保全する観点から制度化された

ものであり、廃棄物処理施設である後者とは性格を異にする。

Ⅱ．世界の水資源とわが国の農業用水について（ＷＷＦ３への対応）

世界の水議論には、公式（政府間）の議論と非公式（国際機関・ＮＧＯ）

の議論があり、最近の国際会議はこの両者を巧みに使い分けている。

前者は政府間協議で無難な文言にまとめられるが、後者の文書やレポート

には、ともすると世界のかんがいの多様性が過小評価され、欧米社会でなじ

みの深い乾燥・半乾燥地域のかんがいが有する一側面でのみ割り切った議論

とし、世論形成に少なからぬ影響力を与えている。

こうした国際会議では、かんがいの効率、節水、水の価格付け、資源再配

分、参加型管理、環境との相互関係等の議論が、モンスーンアジアにおける

実態と噛み合っていない。

このため、わが国がホストする第３回世界水フォーラムの機会には、①世

界のかんがいが地域多様性に満ちていること、②かんがいが有する正負の外

部経済性、特に世界の水利用の半分近くを占めるモンスーンアジア水田かん

がいの多くが有するネット（差し引き）での大きな正の外部経済性（多面的

な役割）を重視したきめ細かい議論を展開し、今後の国際水議論の土俵を広

げる努力を最大限に行うべきである。
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第３回世界水フォーラム（ＷＷＦ３）への対応

（財）日本農業土木総合研究所

１．国際水議論の表裏

１９９５年に世界銀行が「水危機に直面する地球」と題するレポートを発表し「２０世紀は石

油を巡り多くの戦争や紛争があったが、２１世紀は水の世紀である」と書いて以来、１９９７年

にモロッコで第１回世界水フォーラムが、２０００年にオランダ・ハーグで第２回世界水フォー

ラムが、また、昨年１２月にはドイツ・ボンで国際淡水会議が開催されるなど、近年国際的な水

議論が盛んである。

これらの会議の設定手法、議論の内容、結論文書などを分析すると、関係閣僚等が出席する政

府間会議の性格を帯びたいわば表の議論と、政府が直接責任を持たない国際機関や有識者による

ＮＧＯ会議の性格を帯びたいわば裏の議論が巧みに使い分けられている。注意すべきことは、行

政の専門家の目からは表（公式）と裏（非公式）に峻別できても、マスコミや一般世論は表と裏

を一体のものと捉えがちであり、ＮＧＯに至っては裏を表に置き換えることもしばしばであると

いうことである。

各会議とも閣僚達によるステートメントなどの公式な文書については、概ね問題のない文言に

まとめられている。しかし、その他の非公式な文書には注意すべき記述も散見される。

２．責められる農業用水

、 「 」 、例えば 第２回世界水フォーラムで示された 世界水ヴィジョン ( )にはWorld Water Vision
乾燥地域と湿潤地域の区別なく「かんがい農地の拡大率は、水ストレスの最も重要な決定要因と

なる」と述べられていたり、２０２５年における農業用水、工業用水、生活用水の年間の取水量

や消費量の見通しが示されている。そこでは、農業用水が取水量のほとんどを消費するのに工業

用水や生活用水はわずかしか消費しないという数値が示されており、湿潤地域の水田かんがいが

有する地下水涵養や反復利用などの特徴は考慮されていない。

Bonn Recommendationsまた 例えば 国際淡水会議の結論文書の一つ 行動のためのボン勧告 (、 、 「 」

)には 「世界最大の水利用者であるかんがい農業は、それゆえ他の分野も共有可能なfor Action 、

利益、節水における最大の潜在能力を提供するものである」と述べられている。これは一般論と

しては受け入れられるが、水資源が潤沢な地域と水ストレスが高い地域では、節水の必要性や緊

急性の程度・アプローチの手法は大きく異なるはずである。

あるいは、水の価格付け( )の強化による農家への節水インセンティブ付けの成功Water pricing
例がしばしば喧伝されるが、この手法が湿潤地域でも円滑に適用可能か疑問がある。また、小麦

１トンを生産するために使われる水が１０００トン、コメ１トンを生産するために使われる水が

３０００トンであるというヴァーチャルウォーターの議論を利用して、あたかもコメの水生産性

Full costが低いかのように語られたり、ＯＥＣＤ等においては水の利用者からの全費用回収(

)を原則とすることなどにより、水資源はマーケットメカニズムによってその経済価値をrecovery
より低く評価するセクター（農業）から、より高く評価するセクターに移転（再配分）されるこ

とが望ましいという議論が公然と行われている。

Global Water非政府間の国際水議論は、国際機関とＮＧＯがリードしているが、中でもＧＷＰ(

)、ＷＷＣ( )、ＩＷＭＩ( )なPartnership World Water Council International Water Management Institute
、 、どがその中核となってきており 農業用水に経済的な非効率性や無駄があるとするコンセンサス

水資源の再配分における財源として農業用水を狙い撃ちする雰囲気が存在するように感じられ
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る。ＦＡＯやＩＣＩＤなど農業用水に理解の深い機関の声は守勢に回されている。

３．モンスーンアジアの実態とのずれ

これらの他にも、モンスーンアジアの実態と乖離した議論は多い。参加型かんがい管理

( )もそのひとつである。PIM=Participatory Irrigation Management
世界銀行を中心とするこの議論においては、農業用水は単に農業生産という経済活動に投入す

、 、 。る経済財とみなされ 参加型かんがい管理を導入する主な目的は その管理コストの低減である

しかし、それは農民から見た管理コストの低減を目的とするものではなく、国などの従来の管理

者側から見た管理コストの節減を目的としている。農民に利益が薄く負担だけが重くなる制度の

ため、その定着はなかなか思うように進んでいないと聞く。

これに対して、わが国やモンスーンアジアの各地で見られる、農民達が自らかんがい施設を作

り上げた伝統的な水田かんがいシステムには、農民達自らが参加する管理の制度が自然に備わっ

ている。ここでは、農業用水は単に個々の農家が所有する経済財として考えられておらず、ルー

ラルコミュニティの共有財として考えられ、それ故、農民達の日々の生活・慣習・文化・地域社

会活動に密着した多目的な利用に結びつき易い。そして、このように生活に深く入り込むことに

より、農業用水の汚染や涸渇を防止するインセンティブが各個人と地域社会の総体に強く働くこ

とになる。

農業用水に正の外部経済性（多面的な役割）が存在することを認知するか否かにより、議論は

出発点から異なる方向へ進み、結論も全く異なってくる。

水資源の農業への利用が、環境保全のための水を奪っているという議論がある。欧米を中心と

する議論では 農業 用水 の発展と環境保護がトレードオフの関係で捉えられがちであり 食、 （ ） 、「

料生産増大と環境悪化のジレンマ」があると認識される傾向がある。オランダ政府の後押しでＩ

ＷＭＩが中心となり 国連機関を含む１０の国際機関がコンソーシアムを形成して進めている 食、 「

料と環境のための水に関する対話」がその代表例である。

わが国も近代化の過程で思考の欧米化が進み、自然現象や環境を客体化して捉える傾向が強ま

っている。しかし、わが国やモンスーンアジアの各地では、もともと人間の存在と活動を自然現

象や環境と対峙して捉えるよりも主客同一視してきた伝統がある。神も唯一絶対神ではなく、水

の神も田の神も五穀豊穣の神もいる。水田の農業用水は、単に経済活動のためだけに使用され、

捨てられる水ではなく、人々の生活空間そのものである環境の一部である。従って、当然のこと

として、生活環境の重要な要素として大事に使用され、保全されてきている。人々は、水田かん

がいに大きな正の外部経済性が存在することを肌で感じているのである。この場合に、農業（用

水）の発展と環境保全は主客同一であり、ジレンマはない。

４．噛み合わない議論をどう埋めるか

このように、国際水議論、特に政府が直接責任を持たない国際機関や有識者によるＮＧＯ会議

の議論には、賛同できる部分もあり、重要な議論であると認識しているが、世界平均の１０００

ミリメートルを大きく上回る年間降雨量をもたらすモンスーン気候に特徴づけられる、多雨湿潤

地域に暮らすモンスーンアジアの実態とかけ離れた議論も多い。

その原因は、世界のかんがいの多様性の認識が、十分に議論に反映されていないことにある。

かんがいは「農作物の成長に必要な水分を人為的に補給する行為」であると定義することが可能

である。しかし、これらの行為は、決して一様ではない。世界各地には「かんがい」という共通

の単語で呼ばれる極めて多くの種類の行為が存在する。これらは、その空間的な広がり（ほ場の

上だけで行われるのか、貯水池や取水堰、水路等の施設を含むのか 、その手法と技術、その経）

済価値の時間的変動性、行為を行う個人の独立性（言い換えれば行為の集団性 、文化面なども）

含む地域社会との結びつきの強さ、水資源や自然環境の持続性に与えるインパクト等において、

多様な様相を呈している。

国際水議論の場では、このような議論は、これまでにほとんど行われてこなかった。
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まず、わが国やモンスーンアジア諸国は、国際水議論が我々にとって噛み合わない議論のまま

進んでいるという現状認識を持つ必要がある。そして、これを埋めるため、世界の各地域におけ

るかんがいの多様性を重視したきめ細かい議論の展開を提唱すべきである。我々は、欧米人にな

じみの深いかんがいを中心とした議論から、モンスーンアジアになじみの深い多雨湿潤地域の水

田かんがい、あるいはモンスーンアジアも知らない世界の多様なかんがいを対象とした議論へ、

議論の土俵を広げる運動を強めねばならない。

５．日本農業土木総合研究所（ＪＩＩＤ）の取り組み

（１）国内外の水問題を整理

「第２回世界水フォーラム」が開催された２０００年３月の少し前から、学識経験者からな

る「国際水問題勉強会」を立ち上げて、世界的な水議論への対応を始めた。

この勉強会は、２００１年３月に「農業用水のあり方勉強会」に発展・充実させ、毎月１回

のペースで国内外の水問題を整理しつつ、議論を重ねた。

その成果を、２００２年３月に「水土の知を語る・第１巻・２１世紀は水の世紀」として刊

行し、水問題を幅広く整理した「序」を英訳した。

（２）第３回世界水フォーラム・プレシンポジウムを開催

農林水産省と共に２００１年４月に「第３回世界水フォーラム参画戦略会議」を立ち上げ、

第３回世界水フォーラムに向けた取り組みの議論を毎月１回のペースで進めた。

同会議の指示により 「第３回世界水フォーラム・プレシンポジウム」の企画・準備を開始、

Internationalし ２００１年９月に韓国・ソウルで開催された国際灌漑排水委員会 ＩＣＩＤ＝、 （

)の国際会議において、同シンポジウムを２００２年３月にComission on Irigation and Drainage
滋賀県大津市で開催することをアナウンスした。

第３回世界水フォーラム・プレシンポジウムは 「モンスーンアジア水田かんがいの多面的、

な役割」をメインテーマとして開催された。２つの基調講演と１４の論文発表により、参加各

国から水田かんがいの多面的な役割が紹介され、その重要性についての認識が共有された。さ

らに、４つの国際機関からの代表を交えたパネルディスカッションが行われ、２５ヶ国、４０

０名を超える参加者の多数の賛同を得て議長サマリーがとりまとめられ、公表された。

（３）国際会議、国際シンポジウム等での情報発信

第３回世界水フォーラム・プレシンポジウムの記録と成果をまとめたプロシーディングスを

以下の国際会議等で配布し、積極的に情報発信した。

① 第６回農民参加型かんがい管理国際セミナー：２００２年４月：中国・北京

② 第１８回国際灌漑排水委員会（ＩＣＩＤ）総会：２００２年７月：カナダ・モントリオー

ル

③ ストックホルム水シンポジウム：２００２年８月：スウェーデン・ストックホルム

④ 環境開発サミット：２００２年９月：南アフリカ・ヨハネスブルグ

⑤ 「水・食料・環境」に関するダイアログ：２００２年１０月：ベトナム・ハノイ

（４）第２２回ＦＡＯ協会世界食料デー・シンポジウム

２００２年１０月に仙台で開催されたシンポジウムにおいて「第３回世界水フォーラムへの

日本・アジアからの発信」と題する基調講演において当研究所理事長は、世界のかんがいの多

様性を重視して、国際的な水議論の土俵を広げるべきであると述べ、また、水と土と人の複合

形で地域全体や流域の循環機能を含んだ概念としての「水土の知」という言葉がアジア各国か

ら大きな賛同を得たことを紹介した。これに対してＦＡＯ農業局土地・水開発部のダニエル・

ルノー上級専門官は、この概念に対する強い賛同の意を表明するとともに、地元の英知に基づ

く水田かんがいの参加型管理を組織化してきた日本の良い教訓に学び、稲作ベースのかんがい

をアジアあるいは世界のコミュニティーで推進すべきことを強調した。そして、スリランカと

フランスでの研究において、かんがいの水利用効率がほ場単位では見かけ上低くても、地域全

体で見た場合に効率が高い例があることを発見し驚いたこと、このため、実際の水収支の観測
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が重要なことをコメントした。

６．ＪＩＩＤ高級セミナー

２００３年３月の第３回世界水フォーラムの開催期間中に、滋賀県大津市に約４０ヶ国のかん

がい担当大臣と国際機関の代表を招いて農林水産省とＦＡＯが共催する「水と食と農」大臣会議

の企画と運営を手伝っている。農林水産省は 「かんがいの多面的な役割」及び「参加型かんが、

い管理」に関するバック・グラウンド・ドキュメントを準備し 「大臣会議で採択される勧告文、

に盛り込まれるべき要素」についてペーパーを準備して、２００２年１１月２７－２８日に「水

と食と農」大臣会議非公式準備会合（ＩＰＭ）を開催した。

ＩＰＭに先立ちＪＩＩＤは、中国、エジプト、インドネシア、ラオス、フィリピン、スリラン

カ、タイ、ベトナム、韓国、マレーシア、バングラデシュの各国から、ＩＰＭ参加者本人の参加

を得て「２００２ＪＩＩＤ高級セミナー」を開催した。

ＪＩＩＤセミナーでは、フィリピン、ベトナム、スリランカから、農民自らが発展させてきた

水田かんがいの多面的な役割を、社会的役割（歴史遺産の保全、農家の能力と組織の強化、食料

生産 、経済的役割（雇用促進、アグロインダストリーの発展 、環境的役割（地下水涵養、土壌） ）

保全・洪水抑制等の流域管理）に分類、あるいは、各地域に共通の役割（農業用水供給、飲料水

供給 水運 共有福祉システム 環境保全 漁業 山岳地域において特徴的なプラスの機能 少、 、 、 、 ）、 （

、 、 、 、 、数民族の生活安定 地域の食料安全保障 環境保全 水力発電との複合機能 生物多様性の保全

女性の重労働からの開放、安定した社会環境の形成）に分類するなどして、その重要性が述べら

れた。また、水利工学の狭い視野ではなく、総合的環境アプローチ( )Holistic Ecosystem Aproach
によって多面的な水資源開発を行う政策転換が行われている事例の紹介がされるなど、水田かん

がいの多面的な役割の重要性については、各国間ですでに共通理解が醸成されつつある印象を受

けた。また、地域によるかんがいの多様性の認識の重要性については、中国から一国の範囲内で

も多様性の認識は重要でありこれを強く支持するとの発言があるなど、各国間で認識の共有が図

られた。

７．第３回世界水フォーラム／「水と食と農」大臣会議への期待

かんがいは文明のはじまりから、人類の叡智の結晶であり、水という循環性の高い資源と、農

業という本質的に物質循環型であるべき経済活動を通じて、循環型社会の重要性を人類に教える

インディケーターとなっている。人々は、それぞれの地域で独自の工夫を重ね、インディケータ

ーが合格点を示したもののみが発展を許され、そうでないものが歴史の舞台から姿を消した結果

として、世界のかんがいにこれだけの多様性が与えられたのである。

それぞれの国の中でもかんがいは多様である。そして世界の各地域のかんがいは、それぞれの

地域の特性を背景に、長い歴史的な過程を経たものほど、人々の生活や社会や文化との密接な関

係を築き、結果的にネット（差し引き）で大きな正の外部経済性（多面的な役割）が存在するも

のとなっているのである。

世界の水議論をリードする人々は、この２つのこと、即ち世界のかんがいが多様性に満ちてい

ること、そして、かんがいが有する正負の外部経済性、特に世界の水利用の半分近くを占めるモ

ンスーンアジア水田かんがいの多くがネットで大きな正の外部経済性を地域の社会経済にもたら

していることを重視したきめ細かい議論を展開すべきである。欧米人になじみの深いかんがいを

中心とした議論から、モンスーンアジアになじみの深い多雨湿潤地域の水田かんがい、あるいは

モンスーンアジアも知らない世界の多様なかんがいを対象とした議論へ、議論の土俵を広げるこ

とを提案する。これにより、世界の水と食料の問題を議論する関係者に対立から調和への道が開

かれ、この問題のより適切な解決策が導かれることを期待する。


