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重要な役割を果たしてきました。
例えば日本では、古くからあった中
小河川やため池による水田かんがいに
加え、17世紀以降（江戸時代）には、
沖積平野の氾濫原を中心として大規模
な新田の開発と大河川からのかんがい
が進み、人口の増加を支えてきました。

人口の増加を支えてきた湿潤地域の水田かんがい1

アジア・モンスーン地域の水田かんがいを代表例とする湿
潤地域のかんがいは、乾燥地域のかんがいと同様に作物の水
分要求量に対する降雨の不足分を供給する側面を持つ一方で、
降雨が豊富な時期には作物の水分要求量を上回る農業用水を
使うことができるため、乾燥地域とは異なる様々な特徴を有
しています。
この地域の高い人口扶養力は、伝統的に発展してきた水田か
んがいによって支えられてきました。

湿潤地域のかんがい5
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・大三角州 

台地開田 
・台地 
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　台地、海浜 

農業用水の歴史

資料：農業土木歴史研究会「大地への刻印」、1988年（公共事業通信社）をもとに、農村振興局作成

湿潤地域の中でも年間降水量が
1,500mm程度以上の地域においては、
農業用水のうち相当量が水田かんがい
に使用されています。特に、アジア・
モンスーン地域では、年間の降水量は
多いものの、季節による偏りがあるこ
とから、人口の増大に見合った食料増
産を図っていくため、水田かんがいが
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2

あると言えます。このことは、アジ
ア・モンスーン地域の多くの国や地域
で何世紀にも渡って、営々と続いてい
る水田稲作の歴史と、世界でも有数の
人口密度の高い社会が広範に形成され
ているという現在の事実が証明してい
ます。
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・水田のような畦で囲まれたテラス状の農
地が土壌浸食を防止 
・浸透水による地下水のかん養及び下流
での反復利用 
・生態系の維持や水質の浄化 

・洪水や冠水に対し、湛水条件下で育つ
イネの特性が有効 
・水田による貯水が周辺地域の洪水防
止に有効 

・比較的制約の大きい水資源を多量に
使用 
・浸透水による地下水位の上昇を原因と
した周辺畑地等における湿害や塩害の
恐れ 

水田への窒素の固定

水田農業と地形・降雨条件との関係

資料：田淵俊雄「世界の水田日本の水田」、1999年（山崎農業研究所）を参考に作成

（参考）
湛水下の水田では藍藻類による空気中の窒素の固定（生物的窒素固定）が行われ、その量はイネの生育期間の平均で10a当た
り3～4kgとされる。これは、150～200kgの米の収量が期待できる施肥量に相当すると言われる。

資料：渡部忠世ら「アジア稲作文化の生態基盤」、1987年（小学館）

水田かんがいは持続性の高い優れた農法

湿潤地域の水田かんがいは、イネへ
の水分供給の他に、3．⑥で述べたよ
うに様々な営農上の目的を達成する上
で重要な役割を果たしています。特に、
湿潤地域における水田かんがいは、数
百年から数千年にも渡って土地・水資
源の利用と高い生産力の維持を可能に
してきた、持続性の高い優れた農法で
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湿潤地域のかんがい5

3

自然浄化機能 

生態系の保全 

水源のかん養 

O2

微生物に 
よる分解 

微生物に 
よる分解 脱窒 

土壌吸着 

還元 

地下水かん養 

揚水機場 

下水処理場 

地下水利用 

畑・樹園地 

反復利用 

反復利用 
排水の再利用 

取水 

取水 

取水 草地 

頭首工 

ため池 

浄水場 

還元 

汚　水 

地下水 

水稲に 
よる吸収 

N2、CO2

生活雑排水の混入 

川 

河 

都市用水 

都市排水 

浸
透 

排
水
路 

降雨 

蒸発散 降雨の貯留・有効化 

用水
路 

水田 

排水 
取水 
　湛水 

地表流出 
660mm

蒸発散 
600mm

横浸透 
1080mm

浸透 
1440mm

縦浸透 
360mm

降雨 
900mm

取水 
1800mm

かんがい期（120日間）における
水田の水収支

資料：「農業用水」（農林水産省パンフレット）

水田を含む水循環システム（わが国の例）

注：蒸発散量や浸透量等は、地域の気候、土壌条件等により異
なるため、図中の総水量は概値である。

資料：丸山利輔、中村良太ら「水利環境工学」、1998年（朝倉書店）

健全な水循環の形成に貢献する水田かんがい

アジア・モンスーン地域などの湿潤
地域では、雨季など水資源賦存量が豊
富な時期に水田かんがいに使用される
水は、その大部分が地下への浸透や排
水路への流出を経て、下流の地下水や
河川水に環流します。
流路長が短く流れの速い河川が多い
地域では、折角の豊富な水資源もすぐ
に海に無効放流されてしまうため、水
資源をできるだけ長く地上にとどめて
おく工夫が求められます。
アジア・モンスーン地域では、多大
な労力や資金を投入することによって

築きあげられ、維持されてきた水田を
中心としたかんがいシステムが、その
役割を担ってきました。つまり、水田
にかんがいするために、農業用水を河
川から取水し、用水路を経て一時水田
に貯え、ゆっくりと地下水をかん養し、
さらに河川に環流し、下流域で再度使
用するということを流域内で何度も繰
り返しているのです。これによって、
流域全体として水資源の利用効率が高
まっています。水田かんがいは、健全
な水循環の形成に大きく貢献している
のです。
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位が最大5m程度上昇し、年間約1億
2,000万ｍ3の地下水が生活用水や工業
用水等に使用されてきました。しかし
ながら、近年の水田面積の減少に伴い、
1980年代以降、地下水位が年々低下
し、かんがい期の地下水位の上昇も1
～2m程度にとどまってきています。
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白川中流域における地下水かん養の仕組み

手取川扇状地における地下水位と水田面積の経年変化

資料：（財）熊本開発センター「熊本地域の地下水研究・対策史」をもとに作成

資料：北陸農政局「農業・農村の持つ多面的機能」

水田によってかん養された地下水の利用例

日本の熊本県の白川水系では、かん
がい期には中流域の水田から日量約
100万ｍ3の地下水がかん養されてお
り、この地下水が下流で湧き出し、熊
本市民等90万人分の生活用水等にな
っています。
また、石川県の手取川扇状地では、
毎年かんがい期には、扇央部の地下水
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ネシア・バリ島のスバック、タイ北部
のムアンファイ、スリランカのカンナ
などが良く知られています。その一つ
として、日本では、1949年に成立し
た土地改良法に基づき設立された土地
改良区があります。2001年現在、国
内に6,816の土地改良区があり、組合
員数は426万人に達しています。

共同体による水管理5

共同体による伝統的な水管理システムの例

インドネシア 
バリ島 
（スバック） 
 
 

タイ北部 
（ムアンファイ） 
 
 
スリランカ 
（カンナ） 

概　要 国（組織の名称） 

・流水の分配を意味する「seuwak」を語源とする水利共同体組織で、個々が
水管理事務所と小さな寺院を所有 
・1000年程度前に作られ、現在バリ島全土に約1600組織 
・寄り合いの場で、作付開始時期、神事の日取り、施設補修等の方針を決定 
・1組織の管理する水田面積は、2ha～500ha 
・水配分、かんがい施設の維持管理、労力資財の調達、水利紛争の調停等の
役割 
・小河川の取り入れごとに組織 
・「サンヤ」と呼ばれる規約に基づき、公平を基本に機能 
・国内にある10,000以上のため池の管理組織 
・構成員の義務は、「シリス」と呼ばれる慣習法的な規約に規定される 
・シリスに違反した場合、水を利用できなくなる 

資料：1）田淵俊雄「世界の水田　日本の水田」、1999年（山崎農業研究所）
2）世界の灌漑と排水企画委員会「世界の灌漑と排水」、1995年（家の光協会）

資料：田淵俊雄「世界の水田　日本の水田」、1999年
（山崎農業研究所）

スバックによる棚田の管理 年間を通した水稲栽培の状況
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アジア・モンスーン地域では、地域
の農民の共同体によって造られたため
池や堰、用排水路などの伝統的なかん
がい施設が見られます。そして、これ
らかんがい施設と農業用水の配水を管
理する共同体による水管理システム
が、現在もなお有効に機能している例
が見られます。
このような共同体としては、インド

資料：田淵俊雄「世界の水田　日本の水田」、1999年（山崎農業研究所）

湿潤地域のかんがい5



農業用水の多面的な役割6

2001年に農林水産省と環境省が連
携して行った「田んぼの生きもの調査」
では、日本の身近な水田や用排水路で
メダカ、ホトケドジョウ、スナヤツメ
等の絶滅危惧種を含む72種の淡水魚
が確認されました。

1
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湿潤地域における水田かんがいにおいて、農業用水は、単に
農作物の生産のための財としての側面の他に、公共的な財とし
ての側面があり、環境保全、伝統文化、地域社会等と関連する
幅広い役割を持っています。
健全な水循環を形成していくためには、このような農業用水
の持つ多面的な役割を適切に評価していくことが重要です。

湿潤地域の生物多様性や水辺環境の保全に
重要な役割を果たす水田

湿潤地域における水田は、一種の
「湿地」であると言え、また水田や農
業用用排水路、ため池などは、水のネ
ットワークを形成しており、周囲の森
林や里地と組み合わさって、淡水魚や
昆虫類、鳥類等の生息・生育場所とし
て重要な役割を果たしています。

水田とその周辺の環境イメージ

（社）農村環境整備センター提供
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農業用水の
多面的な役割6

らには、生物多様性を含めた自然環境
の一部として位置付けられることか
ら、神や自然への感謝を表すために
様々な行事等が行われてきていると考
えられます。

伝統的な共同体と地域社会の形成・伝統及び文化の継承2

農事に関する行事の例

播種期 
収穫期 
収穫後 

タイ（チェンマイ周辺） 

森と土地の神、先祖の霊にそれを報告し、加護を祈る。 
精霊にモミを増やしてくれるよう祈る。 
耕地を森の神に返す儀礼を行う。村の守護神に村に帰ってくるのを受け入れてもらう儀
礼を行う。 

播種期 
収穫期 
収穫後 

ジャワ島 

呪術師により、イネの神に豊作祈願の呪文を唱える儀礼を行う。 
イネの神に収穫する田へ降りてくるよう呼びかけの儀礼を行う。 
水田に旗を立て、稲束を米倉に運び込む（収穫後40日間は取り出さない）。 
村では共に食事が行われる。 

播種期 
収穫期 
収穫後 

日本 

田植え前に植え初めの儀礼を行う。 
田植えが終わると田の神を送る行事を行う。 
稲刈りが終わった日に鎌に感謝し、収穫祭として豊年の祝いを行う。 
稲の実を神に供え、収穫が無事に終わったことに対する祝いの儀礼（神嘗祭、新嘗祭） 

資料：渡部忠世ほか「稲のアジア史2」、1987年（小学館）を参考に作成

水田へ神を迎える行事や、豊作を願う儀礼など地域によって特徴はあるが、いずれも自然との共生に
基づいたものが多いと言われている。

米の豊作を祈願するお祭り（日本）

アジア・モンスーン地域の水田かん
がいにおける水管理のための伝統的な
共同体は、農業用水の配水の調整やか
んがい施設の管理だけでなく、水や農

事に関する伝統行事・儀礼・神事など
とも密接に関係している場合もあり、
地域社会形成の一翼を担っています。

つまり、アジア・モンスーン地域の
水田稲作は、単作に近い形で地域社会
の食料供給のかなりの部分を担うとと
もに、水田や用水路等のかんがいシス
テムは水循環の一部として機能し、さ

資料：農村メッセージ（島根県・島根県土地改良事業団体連合会パンフレット）



40

3

以上述べてきたように、アジア・モ
ンスーン地域の水田においては、かん
がいが行われて、農業生産活動が適切
に行われることにより、地下水のかん
養、洪水の抑制、生活用水への利用、
消防、融雪、伝統文化の伝承、生物多
様性の保全、水辺景観の形成などの社
会的・経済的効用が生じています。つ
まり、農業用水は、農作物の生産のた
めの財としての側面だけではなく、公
共的な財としての側面も持っているの
です。
流路長が短く流れの速い河川が多い
地域で有効に降雨を利用するための工
夫が必要とされる中で、アジア・モン
スーン地域では、多大な労力と資金を
投入してかんがいシステムが構築さ

れ、維持されてきました。
一方、農産物の国際貿易が活発化し
ていくに伴い、水問題との関係で、輸
出入されている農産物の栽培時に使用
する水についての議論が行われるよう
になってきています。今後、水が、市
場において生産やサービスのための財
として、直接又は間接に取り引きされ
るケースが増加することも予測されま
すが、健全な水循環を形成していくた
めには、農業用水の公共的な財として
の側面について更に研究を進め、かん
がいシステムを構築・維持するための
多大な労力・資金や、農業用水の適正
な使用に伴って発現する外部経済効果
を適切に評価していくことが望まれて
います。

日本学術会議の答申で示された農業の有する多面的機能

1 持続的食料供給が国民に与える将来に対する安心 

2 農業的土地利用が物質循環系を補完することによる環境への貢献 
   １）農業による物質循環系の形成 
      （1）水循環の制御による地域社会への貢献 
　　　 洪水防止、土砂崩壊防止、土壌浸食（流出）防止、河川流況の安定、地下水涵養 
      （2）環境への負荷の除去・緩和 
　　　 水質浄化、有機性廃棄物分解、大気調節（大気浄化、気候緩和など）、資源の過剰な集積・ 
　　　 略奪防止 
   2）二次的（人口の）自然の形成・維持 
      （1）新たな生態系としての生物多様性の保全等 
　　　 生物生態系保全、遺伝資源保全、野生動物保護 
      （2）土地空間の保全 
　　　 優良農地の動態保全、みどり空間の提供、日本の原風景の保全、人工的自然景観の形成 

3 生産・生活空間の一体性と地域社会の形成・維持 
   １）地域社会・文化の形成・維持 
      （1）地域社会の振興 
      （2）伝統文化の保存 
   2）都市的緊張の緩和 
      （1）人間性の回復 
      （2）体験学習と教育 

資料：日本学術会議「地球環境・人間生活にかかわる農業及び森林の多面的機能の評価について（答申）」、2001年

日本学術会議は、農業には次のような多面的な機能があると答申した。

水田かんがいにより発揮される
農業が有する多面的機能
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農業が有する多面的機能の貨幣評価例

洪水防止機能 
河川流況安定機能 
地下水涵養機能 
土壌侵食（流出）防止機能 
土砂崩壊防止機能 
有機性廃棄物処理機能 
気候緩和機能 
保健休養・やすらぎ機能 

評価手法 項目（機能） 評価額 

代替法 
代替法 
直接法 
代替法 
直接法 
代替法 
直接法 

トラベルコスト法 

3兆4,988億円／年 
1兆4,633億円／年 

537億円／年 
3,318億円／年 
4,782億円／年 
123億円／年 
87億円／年 

2兆3,758億円／年 

注：1）農業の多面的機能のうち物理的な機能を中心に貨幣評価が可能な一部の機能について、日本学術会議の特別委員会の
討議内容を踏まえ、（株）三菱総合研究所が貨幣評価を行ったものである。

2）機能によって評価手法が異なっていること、また、評価されている機能が多面的機能全体のうち一部の機能にすぎな
いこと等から、合計額は記載していない。

3）洪水防止機能、河川流況安定機能、土壌侵食（流出）防止機能等の台か代替法による評価額についてはダム等を代替
財として評価したものであるが、農業の有する機能とダム等の機能と性格が異なる面があり、同等の効果を有するも
のではないことに留意する必要がある。

4）保健休養・やすらぎ機能については、機能のごく一部を対象とした試算である。
5）いずれの評価手法も一定の仮定の範囲においての数字であり試算の範疇をでるものではなく、その適用に当たっては
細心の注意が必要である。

資料：（株）三菱総合研究所「地球環境・人間生活にかかわる農業及び森林の多面的な機能の評価に関する調査研究報告書」、2001年

日本における農業が有する多面的機能について、次のように貨幣評価した例もある。

（社）農村環境整備センター提供

農業用水の
多面的な役割6
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世界のかんがいを巡る課題と
その解決に向けて
世界のかんがい農業を巡って、一つは、乾燥地域における土
壌塩類の集積（塩害）や地下帯水層の涸渇の拡大が重大な脅威
となってきています。もう一方では、湿潤地域における、特に
アジアでの大規模かんがいシステムの管理をめぐる問題の解決
が急務となっています。
加えて、乾燥・湿潤地域を問わず、20世紀以降、水使用の拡
大の結果生じはじめた生態系や人間の生活そのものの破壊をく
い止める努力や、国際河川における紛争回避・解決への努力が
一層必要となってきています。
このような課題を解決し、持続可能なかんがい、さらには持
続的な水使用や健全な水循環の形成が求められています。
そして、そのための第一歩となるのは、水に関係する全ての
人々が、世界のかんがいの多様性について理解を深め、各々の
地域における水に係わるあらゆる人々の主体的な取組を推進し
ていくことなのです。

中央アジアの乾燥地域に位置する塩
水湖、アラル海の周辺では、旧ソ連が
綿花の自給達成等のため、1990年ま
でに、主要な流入河川であるアムダリ
ア川、シルダリア川の流域において、
790万haに及ぶかんがい耕地を開発し
ました。
それによって、両河川の上・中流域
において川からの取水量が増加し、そ
の結果、1960年以降の30年間でアラ
ル海への水の流入量は、以前の1～2
割程度まで減少し、湖の面積は約2分

の1に、貯水量は約4分の1に低下しま
した。さらに、両河川には、かんがい
された綿花畑などから塩類を含んだ排
水が流入したため、下流域での耕地で
は、この水を使ったかんがいによって、
さらに多量の塩類が耕地に追加され、
ますます高濃度の塩分を含んだ排水
が、アラル海に注ぎ込んでいきました。
その結果、アラル海では、多くの生物
種が絶滅し、干上がった湖底から舞い
上がる大量の塩が沿岸の人々の生活を
脅かすまでになっているのです。

乾燥地域における塩類集積問題1

アラル海貯水面積の変化

資料：世界の灌漑と排水、家の光協会

7
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アラル海周辺の開発とその影響

アラル海への河川流入水量の推移
1960年以前には550億m3/年程度あった河川流入水量は、河川水の利用が進んだ1990年には70億m3/
年程度に減少している。

《1960年以前》 
○流入水量 ： 約550億m3/年 
○生息魚類 ： 24種（漁獲量：4.4万ton/年） 
○流入河川三角州での生息鳥類 ： 173種 
 
 
《1960～1990年》 
○流入河川流域のかんがい農地（790万ha）への取水 
 

《環境等への影響》 
〈湖の変化〉 
○流入水量は87％減の70億m3/年に減少（1990年時点） 
○湖の面積は1/2に、貯水量は1/4に減少 
 
〈生態系への影響〉 
○24種の魚類のうち20種が絶滅 
○流入河川三角州の鳥類173種のうち135種が絶滅 
 
〈人間活動への影響〉 
○漁獲の壊滅（6万人の漁民が失職） 
○湖水の塩分及び有害物質濃度が高まり飲料水としての使用が不可能 
○乾燥した湖底から発生する塩分を含んだ埃が周辺農地に降着 

1990 年 19801970196019501940
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資料：サンドラ・ポステル「欠乏の時代の政治学─引き裂かれる水資源─」（アジア人口・開発協会）

資料：サンドラ・ポステル「欠乏の時代の政治学─引き裂かれる水資源─」（アジア人口・開発協会）を参考に作成

世界のかんがいを
巡る課題と
その解決に向けて
7
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世界気象機関によると、世界の水使
用の約19％は地下水で賄われている
と推定されています。農業用水も、そ
のうちの約2割が地下水によって賄わ
れています。
現在、中国の中央部と北部、インド
の北西部と南部、パキスタンのパンジ
ャブ州、アメリカの西部と中央部、北
アフリカ、中東、アラビア半島など多

くの乾燥地域において、降雨による帯
水層への地下水かん養量を超える取水
（揚水）が継続的に行われています。
そのため、地下水位が低下して取水が
困難になるなど、地下水資源の涸渇が
危惧されています。いまや、乾燥地域
のかんがい農業にとって、地下帯水層
の涸渇は土壌の塩類集積と同等又はそ
れ以上に深刻な問題となっています。

地下帯水層の涸渇は乾燥地域のかんがい農業にとって脅威

「地下水かん養量に対する揚水量の割合」と「降水量」の関係

2

0
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

バングラディッシュ フィリピン 日本 タイ 
華北平原（中国） 

ギリシャ 
ベルギー 

チュニジア 

ボルカニック 
（スペイン） 

Djeffara 
（チュニジア） 

大鑽井盆地 
（オーストラリア） 

サハラ北部（アルジェリア･チュニジア） 

海岸平野（イスラエル） 

セントラルバレー（米国） 

オガララ（米国） 
サウジアラビア 

リビア 

Saq（サウジアラビア） 
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注：国名のみを示している場合は、当該国の値であり、データは資料1（地下水揚水状況）及び2（平均降水量）による。
帯水層名を示し、（ ）内に国名を示している場合は、当該帯水層の値であり、データは資料3（地下水揚水状況）及び4
（帯水層近傍観測所の降水量）による。

資料：1）世界の資源と環境1998～1999
2）Statistical Databases（国連食糧農業機関）
3）I, A. Shiklomanov, Assessment of Water Resources and Water Availability in the World,1996年（世界気象機関）
4）「世界気候表（1961～1990）」、1994年（気象庁）
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前述したアラル海の両河川を含め、
ヨルダン川、ナイル川、ガンジス川、
チグリス・ユーフラテス川などの国際
河川で、水を巡る紛争や政治的緊張等

が発生しています。21世紀には、こ
れらの紛争等を回避し、あるいは平和
的に解決するための国際的な努力が一
層求められています。

国際河川における水を巡る紛争の回避と解決

世界の水不足の危険度と水を巡る代表的な地域紛争等の位置

3

凡例：（1）水不足の危険度： 1） 
 

　　　（2）代表的な水紛争等 2）の位置： 

問題なし 低 中 高 データなし 

資料：1）Stockholm Environment lnstitute, Comprehensive Assessment of the Freshwater Resources of the World,
1997年（「川と水委員会」ホームページから引用）

2）レスター・ブラウン編著「地球白書1996～97」（ダイヤモンド社）

水を巡る代表的な地域紛争等（例）

ヨルダン川 
 
 

ナイル川 
 
 
 
 
アムダリア川 
シルダリア川 
（アラル海） 
 
 
ガンジス川 
 
 
チグリス・ 
ユーフラテス川 

関係国 河川等名称 紛争等の概要 

イスラエル、シリア 
 
 
エジプト、エチオピア、スー
ダン 
 
 
 
アフガニスタン、イラン、カ
ザフスタン、キルギスタン、
タジキスタン、トルクメニスタ
ン、ウズベキスタン 
 
インド、バングラデシュ 
 
 
トルコ、シリア、イラク 

　シリアがヨルダン川上流の水源の一つであるバニ
ヤース川からの分水を試みたことが、緊張激化や武力
衝突につながった。 
　エジプトはナイル川の水に地表水の供給の97％を
頼っている。上流のエチオピアが水を貯えて使用する
ための人的・物的資源の動員能力を持ったため、エジ
プトがナイル川の水量の減少に直面する可能性は高
くなっている。 
　この地域には全ての水需要を満たすだけの水がな
いため、国家間の論争が起こっている。人口増加と
民族的相違の圧力が加わるなかで、水不足問題はこ
の地域の暴力的紛争と政治的不安の種でありつづ
けている。 
　両国では下流のバングラデシュに対する最低限の
水量を保証する協定等を結んでいたが、1988年まで
に失効しており、水を巡り膠着状態にある。 
　上流のトルコに水力発電とかんがい計画があり、こ
れが実現すると下流のシリア及びイラクは、流量の減
少に直面する。 
　シリアはトルコに対し、保証流量の増加を求めてい
るが、トルコは拒否している。 

資料：レスター・ブラウン編著「地球白書1996-97」（ダイヤモンド社）

世界のかんがいを
巡る課題と
その解決に向けて
7
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依然として大幅な人口増加が続いて
いるアジアにおいては、かんがいシス
テムの開発、近代化により水田農業の
生産性を上げることが急務となってい
ます。このため、第二次世界大戦後、
国際的な協力や資金援助によって、ア
ジア各国に政府主導型の大規模なかん
がいシステムが次々と整備され、コメ
の飛躍的な増産が達成されました。
しかしながら、それらの国々では、
政府における財政負担が重荷となって
きたため、世界銀行などが勧める農民
参加型のかんがい管理（PIM；Partic-

ipatory Irrigation Management）への
移行を図っています。ところが、今まで
政府が管理してきたこれらの大規模な
かんがいシステムの管理に対する農民
の意識は総じて低く、かんがいシステム
の機能の発揮が滞るなど、各地で問題
が発生しています。
PIMの推進を図る上で、日本におけ
る農民組織団体である土地改良区が、
長年にわたりかんがいシステムを良好
に管理してきた例は、PIMの良きモデ
ルになると考えられます。（第二部参照）

アジアにおける大規模かんがいシステムの管理を巡る課題

大規模なかんがいシステムの例

4

インドネシア 
 

マレーシア 
フィリピン 
 
スリランカ 
タイ 
 
台湾 

国　名 地　域 事業名 受益面積 
（万ha） 

主要施設等 

中部・東部 
ジャワ 
西海岸東部 
マニラ北部 
 
北東全域 
中央平野 
 
南西部 

Solo 
 
Muda 
UPRIIS 
 
Mahaweli 
ChaoPhraya 
 
嘉南 

31.3 
 

9.6 
11.7 
 

16.6 
120 
 

14.8

ウオノギリダム（4.4億m3）等ダム39、 
河川改修278㎞ 
ダム2（9億m3）等 
パンタバンガンダム（28億m3）、頭首工8、
幹線用水路284㎞ 
セナナヤケダム他21ダム（13億m3）等 
ブミポンダム（100億m3）、シリキットダム 
（95億m3）、チャイナート頭首工等 
鳥山頭ダム（1.4億m3）、 
排水改良5,800ha等 

資料：真勢　徹「水がつくったアジア」、1994年（家の光協会）

かんがい施設の維持管理状況（例）

掛樋からの漏水の例（スリランカ）

パキスタン 
 
フィリピン 
 
 
インドネシア 

維持管理の状況 国名 

　1981年以降、世銀が行った構造調整融資の一環としてほ場水管理事業において水
利組合の結成を進めているが、有効に機能していない。 
　国営かんがい地区では受益者の同意を徴集することなく事業を進めてきたため、水利
組合の組織率、水利費の徴収率は極めて低い状況にあり、国家灌漑庁の施設管理事
業の大きな支障になっている。 
　基幹水利施設の管理経費が増大し、州政府の財政支出が困難になったため、農民
負担に切りかえようとしているが徴収が上手くいっていない。 

資料：黒田正治「農業水利システムの管理」、2000年（農業土木機械化協会）

資料：国連食糧農業機関
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資料：1）水と環境に関する国際会議、1992年
2）世界水ビジョン、2000年（世界水会議）
3）21世紀における“水のセキュリティ”に関するハーグ閣僚級会議、2000年
4）ICID Strategy for Implementing the Sector Vision of Water for Food and Rural Development
（国際かんがい排水委員会）

作物の生育期に降雨がほとんど期待
できない乾燥地域では、作物の生育に
必要な水分のほぼ全量をかんがいによ
って賄っています。そのため、農業用
水の需要と供給は、降雨という不確定
な要因に左右されにくく、ウォータ
ー・プライシングの考え方により市場
原理を導入し、水資源の合理的な配分
を行うことも比較的容易です。
一方、蒸発散量を上回る降雨量が期
待できる湿潤地域では、事情が異なっ
ています。なぜなら、湿潤地域の水田
かんがいでは、作物に必要なかんがい
水量は、実際の降雨のタイミングと量
によって大きく変動するだけでなく、
降雨が豊富な時期には、作物の生育に
必要な水量を上回るかんがいを行うこ
とで、高度なかんがい施設でなくとも、
水管理に必要な労働力を軽減できると
いう大きなメリットがあるからです。
さらに、3．⑥で述べたように、湿
潤地域における水田かんがいは、イネ
への水分供給のみならず、様々な営農
上の目的を達成できることに加え、か

んがいに伴う様々な社会的・経済的効
用についても無視できないほど高い可
能性があります。したがって、これを
外部経済効果として正当に評価した上
で、施設の整備や維持管理のあり方を
適切に定める必要があります。
水資源配分への市場原理の導入等の
議論を行う際には、こうしたかんがい
の多様性に十分配慮し、かんがいの持
続性や健全な水循環を損なうこととな
らないよう、注意しつつ議論すること
が必要です。

かんがいの多様性とそれを踏まえた
合理的な経済議論の必要性

かんがいシステムの3要素

5

「水」の賦存量 

「施設」の整備水準 人の「管理行為」 

資料：「水土の知を語る」、2002年（農業土木総合研究所）

水の価格づけ（ウォータープライシング） 

水資源の効率的な使用を促進するためには、水に価格づけをするべきとの見解も見られる。 　 
○水はあらゆる競合的用途において経済価値を有し、経済的財貨として認識されるべき（ダブリ
ン宣言） 
○水を低コストあるいは無料で利用できるようにすると、利用者に正しい水使用の動機づけをす
ることができない。水関連サービスは、すべての利用者に対して全費用負担で価格を設定され
るべき。（世界水会議） 
○あらゆる用途における経済的・環境的・文化的な価値を反映した形で水をマネジメントすること。
また、提供に要したコストを反映した水サービスにおける価格設定を促進すること。なお、この
アプローチでは貧困層や弱者の基本的欲求と公平性が考慮されねばならない。（ハーグ宣言） 

 
一方、価格づけのはらむ危険性についての指摘も見られる。 　 
○水が経済財となれば、開発途上国では、資金力のある工業セクターが水を使いたいだけ使い、
農業用水の使用可能量が減るため、食料の安全保障に支障が生じるだろう。（国際かんがい
排水委員会） 
○水に価格付けをして全てのコストを課金によって回収することは、世界的な食料の価格を変化
させ、途上国の貧困層に深刻な影響を及ぼし、大国の食料安全保障にも影響を与えることに
なりかねない。（同上） 

水の価格づけに関する議論の例

世界のかんがいを
巡る課題と
その解決に向けて
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OECD（経済開発協力機構）加盟各国
における各種用水の単価「単位水量当
たりの価格」を比較すると、オーストリ
アの畜産用水とオランダの例を除いて、
各国とも農業用水の単価が極めて低い
水準となっています。この理由として
は、殺菌・浄水施設や各戸への配管・
定量的配水管理を要する生活用水（上
水道）などと比べ、農業用水の施設建
設費や管理費、水管理費が安価ですむ
こと、国民食料の安定生産のため、農
業用水には政策的な配慮がなされ、公
的助成や低い水準での水価格設定が行
われていることなどが考えられます。

また、参考までに世界の主要都市の
水道料金を比較すると、都市ごとに大
きな格差があり、水の価格は、地域の
特性や政策的意図から大きく影響を受
けているということがわかります。
かんがい水の価格の妥当性について
も、湿潤地域と乾燥地域の特性の違い
や、その目的の違い（国民食料の安定
生産／多面的機能の発揮／輸出用商品
作物の生産）、手段の違い（集団の共
同活動による／個人・個別の企業経営
による）を十分に考慮して検討する必
要があります。

地域特性・政策目的・手段の違いを考慮した
水価格議論の必要性

OECD加盟諸国における各種用水の単価（1990年）
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世界の水道事情／主要都市の水道料金国際比較（使用量200ｍ3/年、家事用）

0

ジュネーブ（スイス） 
ジブラルタル 

モナコ 
ナソウ（バハマ） 
ベルリン（ドイツ） 

ドバイ（アラブ首長国連邦） 
コペンハーゲン（デンマーク） 

ルクセンブルク 
ブリュッセル（ベルギー） 
ウイーン（オーストリア） 

オタワ（カナダ） 
パリ（フランス） 

アムステルダム（オランダ） 
エルサレム（イスラエル） 
リスボン（ポルトガル） 

東京 
セイシェル 
マルタ 

アテネ（ギリシャ） 
マドリッド（スペイン） 
ニコシア（キプロス） 

ストックホルム（スウェーデン） 
ヘルシンキ（フィンランド） 
シドニー（オーストラリア） 

大阪 
セルビア（ユーゴスラビア） 

ウエリントン（ニュージーランド） 
ロンドン（イギリス） 

ロサンジェルス（アメリカ） 
香港 
レソト 

プレトリア（南アフリカ） 
マカオ 

プラハ（チェコ） 
シンガポール 

サンティアゴ（チリ） 
ブタペスト（ハンガリー） 
アンマン（ヨルダン） 

ブエノスアイレス（アルゼンチン） 
ローマ（イタリア） 

台湾 
モーリシャス 

ニューヨーク（アメリカ） 
ソウル（韓国） 

ブカレスト（ルーマニア） 
バンコク（タイ） 
北京（中国） 

クアラルンプール（マレーシア） 
カトマンズ（ネパール） 

アディス･アベバ（エチオピア） 
リヤド（サウジアラビア） 

50 100 150 200 250 300 350 400 450
（ユーロ） 

資料：水道年鑑2002年版
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以上述べてきたような世界の農業用
水を巡る課題を解決するためには、私
たちはどうしたらよいのでしょうか。
繰り返しになりますが、人口の増加
や、社会・経済の発展に伴って、世界
の水に対する需要は増え続けていま
す。しかし、水資源には限りがあり、
その循環の過程の中からしか、私たち
はこの大切な資源を取り出すことがで
きません。健全な水循環を維持しつつ、
限りある水資源を持続的に使用してい
くことが重要となっています。
一方、耕地面積は横這いとなってい
る状況下で、人々が生きていく上で欠
かすことのできない食料の供給を支え
ていくためには、農業の土地生産性の
向上を図ることが一層重要となりま
す。農業の土地生産性を向上させるた

めには様々な手段がありますが、なか
でもかんがいは重要かつ効果的な手段
であり、農業用水の必要量を確保して
いくことが重要です。そのためには、
環境との調和に配慮しつつ、農業用水
の新規開発のための更なる投資を進め
ていくことや、既存のかんがいシステ
ムの機能を最大限発揮させ続ける努力
が必要となるでしょう。
さらに、農業用水は、貧困層の大半
が暮らしている農村地域の開発にとっ
ても重要な役割を果たすことも忘れて
はなりません。
いずれにしろ、農業用水を農業のた
めに供給するかんがいそのものが持続
可能であることが、今後ますます必要
とされているのです。

持続可能なかんがいの必要性7

農業は土や水等の地域資源を利用し
て営まれており、自然環境と密接不可
分な産業です。農業のための水を供給
する行為であるかんがいや、そのため
の用排水路や貯水池等の施設並びにそ
の管理行為についても、その目的、施
設の構成あるいは管理の方法等が地域
によって多様で地域性に富んでいるこ
とは、今まで述べてきたとおりです。
さらに、世界の水資源を支えている
水循環の特性は、降水量の分布に代表
されるように、乾燥地域から湿潤地域
まで地域によって様々であることも明
らかです。したがって、このようなか

んがいや水循環の多様性を前提として
のみ、農業用水を含めた持続的な水使
用や健全な水循環の形成が実現される
のです。
言い換えれば、かんがいの多様性を
無視しその持続性を損なってしまって
は、持続的な水使用と健全な水循環
の形成に向けて大きな支障が生じるの
です。
したがって、私たちは、持続的な水
使用と健全な水循環の形成に向けた第
一歩として、世界のかんがいの多様性
を認識することから始めるべきではな
いでしょうか。

持続的な水使用と健全な水循環の形成を実現するための
キーワードは、かんがいの多様性

8
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このような認識の下、私たちが目指
すべき農業用水のあり方とはどのよう
なものなのでしょうか。水の循環量が
比較的少ない乾燥地域と、逆に水の循
環量が比較的多い湿潤地域では、目指
すべきあり方も少し変わってくると考
えられます。
乾燥地域においては、かんがいを巡
って塩害や地下帯水層の枯渇が重大な
脅威となっており、かんがいの持続性
を失いかねないこれらの事態の回避・
軽減を図りながら農業用水の持続的な
使用を目指すことが必要だと考えられ
ます。そのため、例えばマイクロかん
がい（点滴かんがい）による節水の促
進と併せた塩害の防止や、水資源の不
足している地域における農業への下水

処理水の再利用など、新たなかんがい
技術の開発や導入等を推進することが
望まれます。
一方、湿潤地域では、農業用水が適
正に使用され農業生産が継続的に行わ
れることによって、国土の保全、水源
のかん養、自然環境の保全など、農業
の有する多面的機能が相当程度発揮さ
れているのは前述のとおりです。湿潤
地域においては、今後もこのような機
能を適切に発揮させ続けることにより、
健全な水循環の維持・形成を目指すこ
とが望ましいと考えられます。また、そ
のためには、農業者による農業用水の
管理への主体的な取組が欠かせず、こ
れが促進されることが望まれます。

持続的な水使用と健全な水循環の
形成に向けた農業用水のあり方

9
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地域社会において、食料生産や飲用
のために必要な水量や、水の使用が自
然環境に及ぼしている影響や効用等の
水を巡る諸事情を、最も身近な問題と
して認識することができるのは、その
地域で水を使用して生産し、水に育ま
れて生活している人々に他なりません。

したがって、持続的な水使用や健全
な水循環の形成を図るためには、農業
者を含めて、これら水に係わるあらゆ
る人々が、各々が果たしうる役割を認
識し、それに主体的に取り組んでいく
ことが望まれます。

水に係わるあらゆる人々の主体的な取組への期待10

農業用水は水使用の大宗を占めてい
ることから、持続的な水使用や健全な
水循環の形成を図る上で重要な因子で
す。このため、農業用水を使用し管理
する農業者は、水に係わるあらゆる
人々による主体的な取組の中でも、中
心的かつ積極的な役割を果たすことが
期待されます。

このため、農業用水を使用する世界
の農業者やその団体が、世界水フォー
ラム等の機会を活用し、日本の土地改
良区等の伝統的なかんがい管理におけ
る経験の共有等を進めることにより相
互に連携を図り、世界の水を巡る課題
の解決に貢献することが望まれます。

持続的な水使用と健全な水循環の形成に向け、
中心的な役割を果たす農業者相互の連携が重要

11
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