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アジア水開発展望（AWDO）2007年版
AWDO は、アジア太平洋地域の将来の開発シナリオの中で水の重要性がますます高まってい
ることを背景に、アジア開発銀行（ADB）が委託した新しい出版物です。近年、ADBの開発
途上加盟国において水は着実に最重要の国家的議題に引き上げられてきています。水は人類
と生態系の存続に不可欠な条件なので、これは望ましい進展と言えるでしょう。それに加え
て、水は多くの開発ニーズにとっても重要な要素です。十分な量と質の水がなければ、各国
の食料、エネルギーおよび環境の安全保障を確保することはできないでしょう。

AWDO の対象はアジア太平洋地域の指導者および政策決定者と、現在と将来の水問題の
複雑さと局面を理解すること、そして政策面でこれらにどのようにうまく取り組むことがで
きるかに関心のある人々です。その主な目的は、水関連問題への意識を高めることと、アジ
アの水の将来を管理する最良の方策に関して情報にもとづいた議論を刺激することです。こ
れらは重要で複雑な問題で、それらを時宜にかなって管理することで、水関連のミレニアム
開発目標のすべての達成とそれ以上のものに貢献することができます。 

AWDO 2007 は、ADBが世界で最も人口の多い地域で起こり得る水の将来について前向
きな評価を行った最初の成果物です。水は世界中で主要な深刻な資源問題になる可能性が高
く、アジアの社会、経済および環境の将来は、この資源が近い将来にどのように効率的かつ
公平に管理されるかにかかっていると、現在ますます認識されるようになっています。

アジア開発銀行について
ADBはアジア太平洋地域の人々の、特に一日2ドル未満で暮らす約19億人にも上る人々の厚生
を改善することを目標としています。多くのサクセス・ストーリーがあるにもかかわらず、
世界の貧困人口の約3分の2の人々が依然としてこの地域に暮らしています。ADBは域内48カ
国および域外19カ国、計67カ国が加盟する国際開発金融機関です。ADBのビジョンは貧困の
ない地域です。その使命は、開発途上加盟国による貧困削減および国民の生活の質の改善を
支援することです。 ADBが開発途上加盟国を支援する主な手段は政策対話、貸付、出資、保
証、無償援助および技術援助です。ADBの通常の年間貸付金額はおよそ60億ドル、技術援助
の総額はおよそ1億8000万ドルに上ります。

 ADBは本部をフィリピンのマニラに置き、世界中に26の事務所を有し、50カ国以上から
集まった2,000人以上の職員が働いています。

アジア・太平洋水フォーラムについて
アジア・太平洋水フォーラム（APWF）は、水資源管理をアジア太平洋地域の社会経済的発展
プロセスに効果的に統合するプロセスを加速するために、域内の国および組織に共通のプラ
ットフォームと意見を提供しています。APWFは独立、非営利、党派および政治に中立なネッ
トワークです。

APWFの目標は、地域の多様性と、水を人類の存続に欠かせないものとして扱ってきた豊
富な経験の歴史を十分に活用することで、アジア太平洋のMDGsのターゲットを達成するた
めに、持続可能な水管理に貢献することです。APWFは特に、地域レベルと地域を超えた範囲
で水分野の投資を高め、能力を構築し、協力を強化する取り組みの支持を求めています。

アジア開発銀行
6 ADB Avenue, Mandaluyong City
1550 Metro Manila, Philippines
www.adb.org/water 

アジア・太平洋水フォーラム
事務局：日本水フォーラム（JWF）
〒102-0083 東京都千代田区麹町1-8-1 
半蔵門MK ビル6階
Tel +81 3 5212 1645
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office@apwf.org
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アジア・太平洋水フォーラム（APWF）は、水資源管理における協
力的な取り組みを促し、水資源管理のアジア太平洋地域における
社会経済的発展プロセスへの効果的な統合を進展させることを求
めている。この「アジア水開発展望2007年版」は、APWF の進捗
を示すはじめの一里塚である。APWF は2006 年9月に設立された
ばかりであり、それに先立つ6ヶ月前にメキシコシティで開催され
た第四回世界水フォーラムでアジア・太平洋地域の水分野の担当
大臣が発表した共同宣言の成果である。 

アジア太平洋地域の水および衛生施設分野の将来のマネジメ
ントに必要な多くの情報が、この時宜にかなった報告書を通して
収集、分析され、利用可能になったのは注目すべきことである。
これらの経験と分析およびそれらから導かれる勧告は、2007年
12月に開かれる第一回アジア・太平洋水サミットに直接貢献する
ものである。

APWF 評議会は、域内の水供給と衛生施設分野の課題をこの報
告書にまとめたことに対して、アジア開発銀行およびパートナー
機関に深く感謝したい。

APWF は、現在と将来の水供給と衛生施設分野の課題に対応す
る本報告書の成果が、安全な水と衛生施設を域内のすべての人に
届けるというビジョンを共有する多くの公的、民間、非政府およ
び地域社会に根ざした団体と関心のある個人に役立つことを真に
願っている。

教授Tommy Koh,
アジア・ 太平洋水フォーラム
評議会議長
 

APWF による序文

ADBによる序文
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「アジア水開発展望2007年版」は、アジア開発銀行（ADB）によ
る、世界で最も人口の多い地域で予想される水の将来について前向
きな評価を行なった成果物である。水は世界中で重要かつ深刻な資
源問題になる可能性が高く、アジアの社会、経済および環境の将来
は、この資源が近い将来にどのように効率的かつ公平に管理される
かにかかっていると、現在ますます認識されるようになっている。 

この「展望」が対象としているのは、アジアの政策決定者と、
現在および将来の水問題の複雑さや局面を理解すること、そして政
策面でこれらにどのようにうまく取り組むことができるかに関心の
ある人々である。その主な目的は、水関連問題への意識を高めるこ
とと、アジアの水の将来を管理する最良の方策に関して情報にもと
づいた議論を惹起することである。これらは重要で複雑な問題であ
り、それらを時宜にかなって管理することで、水関連のミレニアム 
開発目標のすべての達成とそれ以上のものに貢献することができる。 

本報告書は、アジア太平洋地域における水に関連する広範囲の
問題と課題を、未来志向のもとで総合的かつ分野横断的視点からま
とめている。強調されているのは、域内の多くの国で全くまたは不
十分にしか考慮されてこなかった重要なトピックである。これらに
含まれるのは、水と、エネルギー、食糧、環境といったその他の重
要な開発関連分野間の固有の健全な相互関係の確立に早急に取り
組む必要性である。アジアの国々の将来は、これら分野のいずれか
一つの発展ではなく、それらすべての相互関係によって決まるだろ
う。これらすべての分野の発展が水に影響し、その一方で、水資源
開発はこれらすべての分野に影響する。都市・地方間の移動、さら
なる人口高齢化などの人口動態上の加速的な変化も、水管理に大き
な影響を与えるまた別の未発展の分野である。もし衛生施設が下水
を収集して未処理のまま他の場所に移転するという限定された意味
で用いられて、そのために淡水資源を汚染するならば、多くの開発
途上国は、水の安全保障を10年か20年のうちに危険にさらすことに
なるかもしれない。優れた取り組みを特定し客観的に分析すること

ADB による序文
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を通じた、アジアの中での知識と経験の南南移転の重要性が強調さ
れる。

本報告書はアジアの水の将来について慎重ながら楽観的であ
る。既存の知識、経験および技術を用いれば、アジアの開発途上
国の水問題は解決できると指摘している。主な制約は、一部の地
域では問題となるかもしれない水の物理的な「欠乏」ではなく、
不適切な「管理」である。 

この「展望」は、アジアの将来の水状況に関する一連の分析の
第一版として、都市の水および排水管理に焦点を当てている。清潔
で飲用可能な水の供給状況は、アジアの多くの都市において引き続
き深刻な問題となるだろうと記している。より大きな関心事は、排
水管理、つまり排水の収集、適切な処理および安全な廃棄の不十分
さである。その結果、都市やその周辺の水域はしばしば深刻に汚
染されて、人間と生態系の両方の健康に影響を与えている。この
状況を改善するためには、物理的だけではなく、社会的、経済的
および環境的要因に関して、適切な政策の基礎となるべき信頼性
のあるデータが必要であるが、これは現在多くの国に欠けている
ものである。都市の飲料水と排水の問題を解決するためには、強
い政治的な意志、これらの問題の解決に向けた市民社会からのま
すますの働きかけ、十分な財政面および管理面の支援とすべての
レベルでの徹底的な能力開発が必要となるだろう。 

本報告書はADBが委託した独立の分析であり、ADBのWater 
Community of Practice の支援を受け、Asit K. Biswas教授を代表と
し、Geoffrey Bridges氏、Arthur McIntosh氏, Bhanoji Rao教授、Olli 
Varis教授、Geoffrey Wright博士から成る高名な専門家チームによ
る共同活動の成果である。本報告書は政策決定者と市民社会が、重
要な課題に対処するための共通アプローチの開発を目指して、水に
関連する様々な問題をよりよく理解するのに役立つだろう。 

ADBのこの分野へのコミットメントは「水事業資金支援プログ
ラム（2006-2010 年）」に示されており、このプログラムの下で水
分野への支援額の倍増を目標とし、対象を地方・農村コミュニテ
ィ、都市地域、河川流域管理に三分類しつつこれらに対する制度
改革と能力開発に支援を向ける予定である。また、同様のコミッ
トメントは開発パートナーからの協調融資や投資を動員する目的
のWater Financing Partnership Facilityにも示されている。私たちは
他のパートナーがこの重要な活動に参加するよう働きかけている。

Ursula Schäfer-Preuss
 副総裁、ナレッジ・マネジメントおよび持
続的開発担当
アジア開発銀行

ADBによる序文
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「アジア水開発展望（AWDO）2007年
版」は、アジア太平洋地域の国々における
水および衛生施設分野の事実の情報、デー
タ、経験および問題の解決策のパッケージ
である。本書では(1)この分野に関する数
多くの国で比較可能なデータと、(2)この
分野における現在の問題とその他の分野と
の関係についての新しい視座(3)および現
在の世界的潮流がこの分野の将来に与え
る、時として驚くべきかつ考えさせられる
含意が示されている。

本書ではまず、Asit Biswasがこの分野
の全面的な概観を述べて、世界の一部の国
や都市、地方は人々に良質の水と衛生施設
を提供することに成功している一方で、な
ぜ他はそうではないのかを説明している。
開発途上国は先進国と比較して非常に難し
い問題に直面している。なぜならば、先進
国の発展は漸進的で、この分野が遅れるこ
となく、事前に計画をした上で拡大するこ
とが可能であったが、一方の開発途上国で
は、発展が相対的に驚異的なスピードで進
んだため、人口の増加や高齢化、産業の水
需要と水質汚濁、排水の収集と処理のため
のインフラ需要といった問題に公的な供給
者が対処しようとする努力が多くの場合に
阻まれたからである。 

世界的に、バイオ燃料生産を含むエネ
ルギーと食糧の需要に応じて水をめぐる競
争は一気に増しており、同様に水の正当な

AWDO 2007について
利用者である環境自身をめぐる競争も増し
ている。アジアの開発途上国では、降水が
しばしば短期間で季節的な性格を持ってい
るためにこれらの年間の需要に適切に対処
する難しさが増幅されている。この降水は
次の季節まで確保できるよう貯水されなけ
ればならない。

しかし、Biswas教授が指摘するよう
に、「もし将来に水危機が生じるとすれ
ば、それは現在多くの人が予言しているよ
うに水の物理的な欠乏が原因ではなく、適
切な排水管理を継続的に放置したことが原
因となるだろう。現在の傾向が続けば、利
用可能な水源はますます汚染されて、清潔
な水の供給はますますコストがかかり、管
理も複雑で難しいものとなるだろう。清潔
な水へのアクセスの定義を大いに希薄化
し、衛生施設を非常に限定的な意味でしか
考えないことで、多くのアジアの国を含む
開発途上国は、水の安全保障に関して国の
将来を危険にさらしている。」

過去においては、人口増加は一般的に
水管理に対して外生的であると考えられて
きた。しかし、実際には人口は需要、利用
パターン、管理に関して水に影響を与え
る。同様に、水も人口に対して、健康を通
じて（例えば、水因性疾患が死亡率に影響
を与える）直接的に、また、地域開発や雇
用創出、ジェンダー関連問題を通じて間接
的に影響を与える。これに関連してアジア

アジア水開発展望2007年版
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諸国でいまだに十分考慮されていない重要
な課題は、高齢化の進展が水に関連する問
題に与える影響である。これは今後30年、
40年間にアジアのほぼすべての国で重要な
政策課題になる可能性が高い。

世界の気候が変化していることは今で
は広く認識されている。将来の降水と気温
パターンが場所と時間に対してどのように
分布するかが分からなければ、水資源プロ
ジェクトを効率的に管理することは難しい
ため、気候変動は水資源計画と管理プロセ
スに新たな不確実性をもたらしている。一
国全体の降水量と気温の年平均変化を予測
することはどの程度の確からしさについて
も不可能であり、ましてや計画の対象とさ
れる特定の地域についての予測はできな
い。それゆえ、気候変動は少なくとも近い
将来において、水の専門家がどの程度にお
いても全く確信をもって対処できない高
レベルのリスクや不確実性をもたらす可
能性が高い。これらのすべてが原因で、
2025年以降に関する効率的な水資源計画
および水管理は甚だ複雑で難しい課題とな
るだろう。特にアジアのモンスーン地域諸
国で将来の深刻な水関連圧力を回避しよう
とするならば、この側面に早急に注目し、
水分野の科学者や気候学者の研究を進める
必要がある。

将来は、アジアのDMCsの水問題は過
去のものとは大きく異なる可能性が高い。
歴史的な知識は常に有用である一方で、将
来の水問題の解決には追加的な技能、革新
的なアプローチおよび新しい発想が必要で
ある。一国のエネルギー、食糧、環境およ
び産業政策は、いずれも水に密接な関連が
あるが、これらをうまく協調させることの
できる、より全体的なアプローチも必要と
なるだろう。各政策は他の政策に影響を与
えて、同様に他の政策の影響を受ける。こ
れらのすべての分野の政策は同様に人口構
成の変化、技術、通信、グローバリゼーシ
ョン、自由貿易の進歩、増大する社会活動
などの外的な力によっても影響を受ける
だろう。

ある分野の、またその範囲を超えたこ
れらすべての要因は、アジアの将来の水管

理を以前よりもはるかに複雑な課題にする
だろう。それは困難な挑戦になるが、それ
らの問題を時宜にかなって解決するための
知識、経験および技術はすでにアジアの、
一つの地点ではなく地域全体に存在してい
るのであるから、乗り越える必要があり、
また乗り越えることのできるものである。
アジアのその他の地域が追従できるよう、
すべての成功事例を特定して収集する共同
作業を実施する必要がある。

各分野と分野間の水問題の解決の基礎
となるのは、すべてのレベルで十分な能力
があることであるが、アジアの開発途上国
ではこれがしばしば満たされていない。国
内の水分野当局と外部支援機関は能力開発
をより優先的に考慮しなければならない。
同様に、外部支援団体は彼らが支持する能
力開発活動が、先進国とは条件の異なるア
ジアの開発途上国の水管理を実質的に改善
するのに実際に役立つことを保証しなけれ
ばならない。さらに、その結果は長期にわ
たって持続可能でなければならない。

AWDO 2007の主要な目的の一つは、
ミレニアム開発目標（MDG）のターゲッ
トを2015年までに達成するためには、国
の指導者と主要な政策立案者の視点を水分
野への投資拡大の必要性に向けさせること
である。このことはGeoff Bridgesが域内の
12カ国について定量的および定性的に示
している。彼は各国がターゲットを達成す
るために解決すべき共通の課題をいくつか
見出している。それらの課題とは、分野の
不十分なマネジメントや不十分な水資源管
理、水道の接続料が高く都市の貧困層のア
クセスを妨げており水道料金が低く持続的
な真のコストを反映していないこと、消費
者が水の「真の」価値と欠乏に気づいてい
ないことなどである。

これらの問題の解決策は問題を記述す
る中で示唆されている。しかし、ある程度
の進展には鍵となる二つのことが必要であ
る。第一は、真に問題のある分野が特定で
きるように、特に水道事業者から良質で
包括的なデータを収集することである。
Bridgesは国際的なデータセットを用いて
おり、情報は2004年時点にとどまるもの

AWDO 2007について
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の、各国のデータセットにしばしば見られ
る一貫性の欠如や「楽観主義」の問題を避
けている。第二は、既存の政策と法律を施
行することである。すなわち、政策立案が
問題なのではなく、説明責任と強い規制・
モニタリング体制が整っている場合にの
み、その政策や法律が実際に強制力をもっ
て施行されるのである。 

上述の12カ国にその他11カ国を合わせ
た、アジアの開発途上国人口の99%の進歩
を測る一つの尺度は、飲料水に関する新し
い合成指標である、飲料水適合度指標 
（IDWA）である。この指標はBhanoji 
Raoによって考案され、アクセス、能力、
質、資源、利用の5つの構成要素の平均で
表される。各構成要素は政策、プログラム
およびプロジェクト行動の指針として用い
ることができる。この新しい指標は、既存
の指標である水貧困指標をいかに効果的に
策定するかという問題の一部を克服する狙
いを持っている。 

MDGsの時間枠の半ばを過ぎて、一部
の国が水（および2002年ヨハネスブルグサ
ミットによる衛生施設）に関する目標を微
調整したいと考えるかもしれない現在に、
この指標の開発は時宜にかなったものであ
る。例えば、溶存酸素濃度や浮遊物質を質
の指標、ひいては合成指標であるIDWAに
組み入れるというように、データの利用
可能度次第でIDWAを拡大することができ
る。同様に、トイレへのアクセスだけでは
なく排水収集と廃棄や下水処理を反映し
た、少なくとも1つまたは2つの適切な衛
生施設指標が利用可能になれば、IDWAに
衛生施設を含めることも可能である。しか
し、Rao教授が指摘するように、現在の障
害となっているのは各国データの正確性と
一貫性である。

人口の増加と高齢化、開発途上国の経
済的・社会的変化、エネルギー、食糧生産
および環境に関する問題、気候の変動およ
び変化という水に関連する主な分野間問題
はOlli Varisが詳細に述べている。縮小する
農地から人口増加によってより多くの食糧
の生産が必要とされ、このために土壌と水
の利用の効率性を改善する必要が注目され

る。質の低い水または水への限られたアク
セスは、貧困の重要な決定要因の一つであ
る。同時に、世界的な水質問題のかなりの
部分が自由な森林伐採などを通じて貧困層
によってもたらされている。このため、貧
困削減に投資をすることは、これ以上の水
資源および環境の悪化に対抗するための重
要な政策手段である。

現在の再生可能なエネルギー生産の
96%がバイオマスまたは水力発電によって
行われているのは重要である。これらは
共に水資源管理に完全に依存している。
域内の人口の多くは越境河川流域に住ん
でいるため、アジアの多くの地域では河
川と帯水層の共同管理が非常に重要であ
る。Varisは、地域統合に向けた試みの中
では、水は対立を引き起こすことよりも連
携を強めることの方が多いテーマであると
述べている。

水資源の開発と管理は、アジアの異な
る国で異なるアプローチを用いることで進
展してきている。Geoff Wrightがこれらの
進展の一部を説明している。域内のマネジ
メントの成功例に共通して含まれる特徴と
して述べられているのは、安定かつ強力な
制度的枠組み、関係機関相互のハイレベル
の連携と協調、適切な場所での戦略的かつ
総合的計画、管理者とコミュニティの効果
的な参加、信頼性のある包括的なデータお
よび情報と意志決定支援手段が利用できる
ことである。事例と模倣すべき有益なモデ
ルも提示されている。

水の供給に関する問題はArthur 
McIntoshが議論している。人間の基本的
要求として清潔な水の十分さが重要になっ
てきた。最も差し迫った供給問題とは、水
質と汚染、水保全、水と需要側の管理であ
る。水質および汚染対策は、汚染の発生源
での処理、都市での処理により排出される
固体残渣の廃棄への取り組み、水質のモニ
タリング、排水処理への大規模な投資、地
方政府およびコミュニティと非政府組織間
のパートナーシップを求めることなどであ
る。水保全は、雨水や洪水の貯留、水保全
へのインセンティブ、すべての宗教で生命
の源として重要な位置を占めていた水に対
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する尊重や敬意を取り戻すことで改善でき
る。需要管理は基本的には水道料金の調整
の問題である。現在、域内の多くで共通し
てみられる低い水道料金体系は、システム
を劣化させる結果につながるだけではな
く、貧困層ではなく富裕層に利益をもたら
す不公平な助成を永続化する。多くの場
合、解決には政治家の意識の向上のみを必
要とする。

類似の問題は都市の貧困層を水道に接
続させることである。McIntosh は多くの
障害とそれを乗り越えるための選択肢を列
挙しており、最善の選択肢は公的または民
間の水道事業者が接続料金を借り入れて水
道料金の引き上げを最小にし、貧しい消費
者の長期間にわたる支払いを可能にするこ
とである。

汚染に関係する火急の問題は、域内の
一部で行われている屋外での排泄である。
これは環境的側面は言うまでもなく、非常
に多くの人々の健康と尊厳にかかわる問題
である。需要の喚起に焦点を当てた、コミ
ュニティ主導の総合的な衛生努力は、衛生
施設に対する需要が低いという問題の解決
に成功しただけではなく、集団的行動の重
要な変化をもたらして、結果としてすべて
の人の健康を改善することができた。 

AWDO2007 年版マルチメディアCD-
ROMには、公開された参考資料が収録され
ている。これらの資料は特にアジア開発銀
行、メキシコの第三世界水資源開発センタ
ーのAsit Biswasおよび Cecilia Tortajadaの両
氏、世界銀行、国際協力銀行、国際協力機
構より提供された。また、100以上の経験
に関する文書の要旨や、特殊な状況下での
解決を目指した優れた取り組みを説明する
ビデオおよびオーディオファイルも収録さ
れている。

AWDO2007 年版の多くの論文からの
共通のメッセージは、管理職/幹部および
官僚の間でコミットメントとリーダーシッ
プをより発展させる必要があるというもの
である。水資源管理改革の実施の重要性と
それを促すビジョンと勇気を持つことの大
切さを理解する支持者を捜すことは、すべ
ての人にとって最も大きな課題と言える。

AWDO2007 年版は、アジアの開発途上国
が給水および衛生施設分野で直面する以上
の問題やその他多くの問題を乗り越えるた
めの方策について、多くの手本を示してい
る。AWDO2007 年版は行動のレシピ集で
ある。

.
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レオナルド・ダ・ヴィンチによれば、水
は自然の推進力である。彼の生きていた
16世紀には、これは誇張だと考えられて
いたかもしれないが、約500年後の現在
では、レオナルドの水に対する見方は予
言的であったと考えられる。水は地球の
生命の源であるとますます認識されてき
ており、合理的な水資源開発と効率的な
水管理なしには、アジアの開発途上国の
将来の社会的・経済的発展が深刻な制約
を受けたり、あるいは危険にもさらされ
ると言っても全く誇張ではない。著名な
経済学者でもあるインドのManmohan 
Singh首相は、インドの現在の経済成長
率を維持し、すべての国民、特に貧しく
弱い市民が急速な経済成長の恩恵を受け
るためには、二つの資源問題、すなわち
エネルギーと水を優先的に考慮する必要
があると述べている。首相はまた、もし
これら二つの問題が適切に取り組まれ、
社会のすべての構成員がエネルギーと水
に十分にアクセスできれば、既存の社会
問題の多くが解決されるだろうとも述べ
ている。

人類の存続と生態系の保全が、適切な
質と十分な量の水が確実に入手できるこ
とにかかっていることは、この千年の間
よく知られてきたことである。また、食
糧と農業生産には水が必要であるという
ことも、先史時代からよく知られている

アジアの水の安全保障に
関する新たな知見
Asit K. Biswas

水汲みをする子供達、アフガニスタン

アジアの水の安全保障に関する新たな知見 I. 変わるアジアの水管理の概観
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ことである。人口が増加するにつれて、
同様に食糧の必要量もその生産のための
水需要も増大した。水と食糧の相互関係
は常に重要であったが、近年は社会・環
境問題、技術進歩、グローバリゼーショ
ン、管理行動のために、この関係がます
ます複雑になってきている。

産業革命の到来によって状況は劇的
に変化した。水の工業需要と、同様に、
排水の収集、処理および安全な廃棄の必
要が顕著に増大し始めた。量的には、ア
ジアの多くの国々の工業用水の需要は生
活用水を上回っており、特に工業化が歴
史的に低い水準から開始したために、そ
の需要が伸びるペースも生活用水と比較
してかなり速い。 

水管理における環境問題は、アジア
に限らず世界中で1970年代に重要とな

った。水資源に対するものを含むすべて
の開発行動について、環境への影響を真
剣かつ包括的に考える必要が高まった。
この環境的考慮は1980年代に相当の推
進力を受けて、現在では効率的で合理的
な水管理に不可欠の要件として世界的に
受け入れられている。 

急速な工業化とより高い生活の質への
要求により、エネルギー需要も同様に高
まってきている。近年、アジアの開発途
上国のエネルギー需要ははなはだ急速に
増大しており、近い将来もこの傾向が続
く見通しである。この比較的近年の進展
は、水に関係して重要な影響を与えるも
のであるが、大部分が水やエネルギーの
専門家、政策決定者に見落とされてきて
いる。

灌漑用の水を汲み上げる
ネパールの農民

農業分野での水
とエネルギーの
利用を均衡さ
せ、低下する地
下水面の水準を
安定させるため
に、近い将来に
水およびエネル
ギー分野で政策
を大きく変える
ことが必要とな
るだろう
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水と食糧

水は食糧の生産に必要不可欠である。この
先数十年間にアジアの人口が増加するにつ
れて、人間と家畜が消費する農作物がます
ます必要になるだろう。同様に、アジア諸
国が経済的発展を続けると、ますます多く
の人々が豊かになるだろう。それゆえ、多
くの人々が食生活を変えて、肉や牛乳など
のタンパク質をより多く摂取する可能性が
ある。畜産は農業よりも多量の水を必要と
するため、このことは水の必要量をさらに
増大させることになるだろう。 

しかし、これは追加的に必要な食糧
生産のための水需要が同時に増大するこ
とを意味しない。なぜならば、水の必要
量と食糧生産は1対1の関係ではないか
らである。肥料や農薬のより効率的な利

農作物への給水、フィ
リピン

用や、高品質の種子、水の管理の改善な
どの他の方法を通じても農作物を増加さ
せることができる。また、考慮すべきな
のは生産される食糧に限らない。実際に
は、消費者が入手できる食糧が問題なの
である。残念なことに、アジア諸国の多
くでは生産、輸送、流通および貯蔵の
すべての段階で大きな損失があるため
に、現在生産された作物や果物、野菜の
25%から50%が消費されていない。水に
関係なく、これらの損失を縮小するだけ
で食糧の入手可能度は格段に増大する。
それゆえ、消費者の食糧の入手可能度全
体に影響を与える要因は数多くあり、水
が必ずしも最重要の要因ではない。これ
らの問題は複雑に相互に関係しており、
しばしば地域的な特異性を持つ。それゆ
え、アジア諸国の消費者の食糧の入手可

アジアの水の安全保障に関する新たな知見 I. 変わるアジアの水管理の概観
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能度を高めるのに必要な追加的な水の量
について、より包括的な研究を行う前に
一般化された結論を導くのは、しばしば
危険であり、多くは誤解を招くおそれが
ある。

アジアにおいて、農業は突出して大き
な水の利用者である。アジア諸国の多くで
は、農業用水は水の総利用の90%近くを占
めている。しかし、この割合は世界のその
他の地域と同様に、アジア全体でも近年着
実に低下しており、反対に工業用水の利用
が増加してきている。それにもかかわら
ず、絶対量でみるとアジア諸国の多くで農
業用水の利用は増加している。  

農業用水に関する主な問題は、アジア
の多くの国々が地下水とその汲み上げに用
いるエネルギーについて誤った政策を採っ
てきたことである。現在、一部の地域の農
民は、灌漑を目的に汲み上げた地下水の実
際の量に対して対価を支払っていない。そ
れに加えて、汲み上げにかかるエネルギー
費用は多くの政府が大部分を助成してい
る。このため、農民はしばしば農業生産を
最適化するのに必要な以上に地下水を汲み
上げている。この過剰揚水が原因で、アジ
アの多くの帯水層の地下水位が着実に低下
している。地下水位が低下するにつれて、
同量の水を汲み上げるために必要なエネル
ギーが増大する。農民のエネルギー費用は
大部分が助成されているため、多くの電力
庁・電力公社の財政的損失は増大し続けて
いる。これは、地下水の過剰利用、地下水
位の低下、電力庁・電力公社の損失の増
加、環境への負の影響（地盤沈下など）の
増加という悪循環を招いており、長期的に
はこれらはいずれも持続可能ではない。こ
のため、水とエネルギーの利用を均衡さ
せ、低下する地下水面の水準を安定させる
ために、近い将来に水およびエネルギー分
野で政策を大きく変えることが必要となる
だろう。 

将来これらの種類の分野間政策を注
意深く分析、形成および施行する必要が
ある。同様に、どの特定分野の政策も、
関連分野の政策と協調されなければなら
ない。その他分野の政策を十分に考慮せ

ず、それらと協調せずに行った現在や過
去の政策形成は、ますます費用がかかり、
非効率で、持続可能でなくなるだろう。
アジアの開発途上国の今後の重要な課題
は次のことにかかっている。すなわち、
水、エネルギー、食糧および環境の分野
の関連する資源政策すべてを、どのよう
にして適切に統合するか。また、これら
の政策を支持するのに必要な、法律 
と規制の枠組み。そして、これらの政策
の形成と施行に責任のある機関。これら
の総合的な実行は、過去においては達成
が非常に難しく、将来はさらに複雑で難
しいものになる可能性がある。しかし、
これは将来の重要かつ決定的な要件とな
るもので、アジアの各政府、研究機関お
よび学界が現在大いに注目すべきことで
ある。

農業用水の汲み上げ、ネパール

アジアの開発途
上国の水、エネ
ルギー、食糧お
よび環境の分野
における重要な
課題は、関連す
る資源政策のす
べて、法律と規
制の枠組み、お
よびこれらの政
策の形成と施行
に責任のある機
関をどのように
して適切に統合
するかにかかっ
ている
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水と環境

1970年代には、水資源開発や水の管理や
その政策が環境に与える影響について、
社会的・政治的関心が次第に高まった。
1995年頃からは、水資源開発と水管理に
対する環境管理政策の影響がますます注目
されてきている。過去35年間、水資源政
策と環境政策は様々な意味で互いに影響し
あってきた。それはある時は正の影響であ
ったが、ある時は負の影響であった。これ
らの相互作用は、その時間的、空間的およ
び規模の分布に関していえば、主としてそ
れぞれの地域に特有のものである。 

世界的な環境保護運動の初期には、主
要な焦点はあらゆる種類の公害をどのよう
に防止するかであった。例えば、1972年に
ストックホルムで開催された国連人間環境
会議で主に取り上げられた水関連問題は、

水質汚濁の防止と森林や湖沼への酸性雨の
影響であった。それからまもなくして、社
会の一部のセクターからあらゆる種類の大
型インフラ開発プロジェクトに対する反発
が生じた。これは特に大型ダムと灌漑プロ
ジェクトに対するものである。この「小さ
いことは美しきこと」の時代には、あらゆ
る大型開発プロジェクトはかなりの批判を
招いたが、その一部は正当であったもの
の、一部は架空のものであった。  

1980年代と1990年代には、世界中の、
特にアジアの大型水資源開発プロジェクト
に対して、社会・環境活動家と非政府組織
（NGO）の運動が無視できない批判を行っ
た。この運動が頂点に達したのは、おそら
くいくつかの大型ダム―インドのサルダル
・サロバルダムとテヘリダム、ネパールの
アルン第3ダム―と、日本の長良川河口堰
（塩水の侵入をせき止めるための）の建設

農業用水の汲み上げ、ネパール

水処理場と貯水池、ラ
オス

アジアの水の安全保障に関する新たな知見 I. 変わるアジアの水管理の概観
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ために、これらのプロジェクトを支持する
ことを控えた。説明のつかない理由によ
り、水資源プロジェクトはその他の種類の
開発行動よりも多くの議論を招いた。

近年、特に2000年以降に、インフラ開
発がすべてのアジアの開発途上国で優先的
な注目を受けるべきだと次第に認識されて
きたことで、この状況は改善し始めた。し
かし同様に、これらの施設はそれらが技術
的に可能で、経済効率的で、社会的に受け
入れられ、環境に優しい形で計画・管理さ
れる必要がある。社会の意識が変化し、水
インフラを計画・管理する知識ベースが改
善した現在では、経済、社会および環境へ
の正の影響を最大化し、負の影響を最小化
し、プロジェクトの費用を負担すると思わ
れる人々（すなわち、非自発的住居移転を
する人々）が明確にそのプロジェクトの直
接的な受益者になることを保証することに
よって、過去の施策を大きく改善すること
が可能である。このように発想を変え、環
境と開発の関連をよりよく理解し評価する
ことで、水資源開発と環境問題の議論の全
体は、将来はより客観的で分裂の少ないも
のになるだろう。 

大型水資源開発とその環境への影響の
側面がメディアや政策決定者から大きな注
目を集めてきた一方で、生活、工業お 
よび農業活動の加速による特定・非特定汚
染源からの水質汚濁の増加というもう一つ
の環境問題は、やや傍観されてきた。清潔
な水の供給はアジアの開発途上国の政策決
定者から大きな注目を集めてきたが、下水
の収集、処理および廃棄に対する関心はそ
れに比べて小さいことが明白である。残念
なことに、この姿勢が変化する兆しも限ら
れている。

しかし、水質汚濁の拡大はアジアの開発
途上国のほぼすべてにおいて重要な問題とな
っている。現在の意識と姿勢を劇的に変えな
い限り、将来深刻な水問題が生じる可能性が
高い。これは、生活用水レベルでは、家庭に
入る水のほぼすべてが最終的に排水として放
出されるからである。下水道を通して排水が
収集される都市部の多くでも、その排水はし
ばしば限定的な処理を受けるか未処理のま

下水管に隣接する住居、
インドネシア

に伴う議論であった。これらの議論は将来
の水資源開発活動に対して正負両方の影響
を与えることになる。

正の影響としては、以前は適切に取り
組まれていなかった多くの社会的・環境的
考慮がより注目を集め始めたことが挙げら
れる。経済的・社会的影響を分析すること
が例外ではなく規範となった。大型インフ
ラ開発プロジェクトに伴う非自発的住居移
転や、環境や生態系への負の影響が重要な
問題とされた。実際、社会の一部セクター
からの圧力によって、これらの欠点が大き
な注目を集めただけではなく、計画立案者
と政策決定者はそれらに迅速かつ適切に対
応することを迫られた。その結果、開発行
動の多くの望ましくないまたは予期せぬ側
面が適切に考慮されて、しばしば適切な改
善行動が採られた。社会の一部のセクター
からの断固とした反対がなかったならば、
このことは少なくともこの時間枠の中では
生じなかったであろう。 

これらの議論の負の結果は、貧困削
減、雇用創出および市民の生活水準の向上
のために建設されるはずだった多くの水イ
ンフラ開発プロジェクトがほとんど前進し
なかったことである。いくつかの資金援助
機関は、プロジェクトを取り巻く議論が常
に国内外のメディアの大きな注目を集めた
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ま、淡水域、土壌、海に放流されている。こ
のことは、排水による汚染の増大という問題
が解決されていないことを意味している。つ
まり、問題は単にある場所から他の場所に移
転されているだけである。この考え方は「去
る者日々に疎し」に近いものがある。  

この状況は、工業排水もまた、その大部
分は不十分な処理しか受けていないために、
アジアの開発途上国のほぼすべてでより深刻
で複雑なものになっている。機能的な二次・
三次処理施設を持つアジアの都市は限られて
いる。多くの一次排水処理施設は、不十分な
計画、不適切な管理と政治的利害、市民の無
関心、その他の似たような原因によりかなり
の期間にわたって機能していない。これらの
処理施設が機能している場合でも、多くは計
画された効率性以下でしか稼働していない。
生活排水はそもそも有機的であるため、時間
とともに分解する。しかし、工業排水は人間
や生態系に有害の可能性を持つ保存される要
素を多量に含み、これが容易に生物分解され
ないため、工業排水に関する状況はより複雑
で深刻である。 

急速な工業化と都市の成長に伴って、
アジアのすべての開発途上国で環境と調和
した下水処理を行うことが、社会と人間の
健康にとって急速に深刻な課題となってき
ている。それに加えて、都市部近隣の表流
水源と地下水源は生活排水と工業排水によ
ってますます汚染されているため、これら
の水源を飲料水として安全に用いるために
はより高度な処理が必要になるだろう。汚
染源を除去するのに必要な処理プロセス
は、ますます高度でコストがかかる可能性
が高く、このため経済的および技術管理上
の制約により、この先何十年かの間には多
くの都市にとって魅力的または実行可能な
選択肢ではなくなるだろう。 

排水管理はしばしば、少なくとも実際
上は、収集と近隣の河川や湖沼、海への
放流であると一義的には見なされているた
め、都市やその周辺の水域はすでにひどく
汚染されている。排水の土壌への放流は、
しばしば飲料水の重要な源である地下水を
も汚染している。 

これらの評価は生活用水と工業用水
の利用者による特定汚染源についてしか
述べていない。つまり、非特定汚染源は
カバーされてない。アジアの多くの開発
途上国では、農薬の使用がいまだにある
程度限定的であるため、非特定汚染源は
特定汚染源ほどには深刻ではない。しか

生活、工業およ
び農業活動によ
る水質汚濁の拡
大はアジアの開
発途上国のほぼ
すべてにおいて
重要な問題とな
っている。現在
の意識と姿勢を
劇的に変えない
限り、将来深刻
な水問題が生じ
る可能性が高い

排水による汚染、マニラ

中国の貯水池

現在は多くの国
が環境は水の正
当な利用者であ
ると認めている
か、または認め
る過程にある

アジアの水の安全保障に関する新たな知見 I. 変わるアジアの水管理の概観
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と生態系が利用するために割り当てられる
べきだという意味である。 

この概念は、予測できる将来にアジア
の開発途上国でますます受容される見込み
が強い。このことは概念的なものと実務的
なものの二種類の問題を提示することにな
るだろう。概念的には、気候状況、物理的
・生態系的条件、その他の関連する要件が
異なった様々なアジアの国について、河川
の環境流量に関する信頼性のある推定方法
を見つけるためには相当の研究が必要であ
る。通年的に流量のある恒常河川とそうで
ない一時河川の両者について、どのように
信頼性のある流量の推定ができるだろう
か？近年では環境流量の推計は相当に進歩
してきたが、科学界が信頼性があり議論の
余地ない手法に合意するまでにはいまだ多
くの課題が残っている。

実務的な問題としては、アジアの多く
の河川の水資源は、特に渇水期と干ばつ期
にはすでに完全に分配されており、いくつ
かのケースでは過剰に分配されてすらい
る。このような状況下で、水を新たに環境
に割り当てれば、現行の生活、工業および
農業部門への配分を減らすことを意味する
だろう。社会的にも政治的にも、既存の利
用者への現行の配分を減らしてその分を環
境目的に転用するのは容易なことではな
い。それに加えて、国際河川や、インドや
パキスタンのような連邦制国家における州
際河川について、特に複数の国や州に対す
る水資源の分配に関してすでに国際・国内
条約が存在している場合には、これは一連
の法的問題を新たに生じさせるだろう。国
境や州境をまたぐ河川の水資源分配に関す
る条約を新たに作る交渉にはしばしば20年
以上かかることを考慮すると、環境流量の
概念の実現は、アジアの多くの地域で容易
なプロセスではないだろう。 

最後に、環境、特に自然災害を通
じた水と衛生関連のインフラに対する
影響も忘れることはできない。可能な限
り、インフラは洪水、地震その他の自然
災害に耐えるよう設計される必要があ
る。2004年のインドネシア、アチェ州の
津波が好例である（Bo� 1）。

Box 1: 自然災害とその給水および衛生施設への影響－インドネ
シアの津波の経験

2004年12月26日にインドネシア沖で発生した巨大な地震に続いて起こ
った津波は、アチェ州の海岸と北スマトラ州の一部の住民に打撃を与え
た。災害によって地方の給水（掘り井戸と手動ポンプ）は大きな被害を
受けた。アチェ州の都市部の水道施設も同様に相当な痛手を受けた。こ
のセクターの被害と損失の合計は2,970万米ドル（2,764億ルピー）と推
計され、そのうち96%は給水に、残りが衛生施設に関するものである。
都市部の衛生システムの被害は相対的に小さかったが、その主な理由
は、衛生施設として下水道ではなく汚水処理タンクを提供されていたか
らである。給水に関しては、被害を負ったのは3分の2が小規模の民間供
給者で、残りが水道事業者であった。

出典：BAPPENAS and the International Donor Community. 2005. Indonesia: Preliminary 
Damage and Cost Assessment – The December 26, 2004 Natural Disaster. http://www.adb.
org/media/Articles/2005/6618_tsunami_impact_Indonesia/Aceh_Joint_Government_
Donor_Damage_Assessment.pdf

し、農民の所得と食糧安全保障の両方の
拡大を目的として、面積あたりの農作物
量を改善することがますます強調されて
いるため、将来的にはより多くの農薬が
用いられる傾向にある。非特定汚染源の
規制と管理は、日本やアメリカのような
先進国にとってさえ非常に複雑で難しい
課題であるため、これは水質の状況をよ
り悪化させるだろう。

それゆえマクロ的には、アジアの開発
途上国が直面する主要な課題は、現行の排
水管理とそのプロセスの実質的な改善をど
れだけ迅速に、どれだけ効率的に行えるか
である。排水管理システムの構築と効率的
な運営にかかるコスト、そしてそれを管理
するために必要な、訓練された経験豊富な
人材の数－管理者から施設作業員、技術者
にいたるまで、現時点では大部分が確保で
きていない－を考えると、予測できる将来
にこの課題を解決するのは非常に困難な課
題である。 

水および環境分野のもう一つのマクロ
的問題は、環境流量の概念が次第に受け入
れられてきていることである。すなわち現
在は多くの国が環境は水の正当な利用者で
あると認めているか、または認める過程に
ある。これは、河川の流れの一定量は環境
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水とエネルギー

アジア諸国のエネルギー需要が顕著に増大
し続けるにつれて、同様にエネルギー分野
の水需要も急拡大する傾向にあるが、これ
は水とエネルギーの計画立案者からほとん
ど注目されてこなかった事実である。大規
模な発電は常に水を必要とする。アジアの
多くの国々で重要な電力源となっている水
力発電は、水なしには行えない。同様に、
石炭、石油、天然ガスを用いた火力発電も
大量の冷却水を必要とする。原子力発電は
さらに多くの冷却水を必要とする。もし、
現在予測されているとおり、アジアの多く
の開発途上国における電力消費の年増加率
が現行の5%から8%で永続するならば、エ
ネルギー分野の水需要を注意深く査定し、
全国的な水資源政策に盛り込む必要があ
る。すでにフランスなどでは、水の主要な
利用者は農業部門ではなく発電である。 

発電産業の水需要は急速に伸びてお
り、その成長率はこの先数十年間同じ水準
かまたはさらに高まる傾向にあるにもかか
わらず、アジアの開発途上国では一つとし
て現在と将来のエネルギー分野の水需要を
真剣に査定している国がない。その上、こ
の水需要を満たさなければならないと仮定
すると、水をその他の既存の利用に割り当
てることに対する影響と、水域生態系への
影響はどのようなものであろうか？仮にエ
ネルギーの生成と配分に関する既存のシス
テムが数年以内により効率的になったとし
ても、エネルギー分野の水需要が将来顕著
に増大することは疑いない。  

それに加えて、バイオ燃料のための農
作物生産は相当の勢いである。もし効率的
に生産できれば、バイオ燃料は一部の国々
のエネルギー安全保障の改善に貢献する
が、これは社会的・経済的コストを伴うも
のになる。また、その他多くの天然資源
に、特に土地と水に対して、その入手可能
度や利用パターンの意味で大きな影響を与
えるだろう。

予測されているとおりアジアのバイオ燃
料生産分野が拡大すれば、ますます多くの水
が必要とされるだろう。バイオ燃料作物の生

産を改善するために殺虫剤や肥料などの農薬
の使用が増加するにつれて、この生産システ
ムの周辺水域の非点源汚染の程度は高まるだ
ろう。従って、バイオ燃料作物の生産と加工
は付随して水に対する量的・質的影響をもた
らす可能性が高い。これらの影響が社会的、
経済的および環境的考慮の意味で明確に考慮
され、適切な是正措置が必要なときに必要な
方法で実施される限りは、問題は管理できる
だろう。しかし、現在のところ、事実上どの
国もバイオ燃料生産の増加による水、土地お
よび社会への影響を注意深く分析して、それ
を踏まえた適切な政策決定を行ってきてはい
ない。これらは、エネルギー、土地、水、環
境および貧困削減に関して調和のとれた方針
を打ち出す上で、国の政策決定者が将来注意
深く分析する必要のある重要な課題である。 

それに加えて、エネルギー産業が機能
するために多量の水を必要とするのと同様
に、水分野もまたその運営のためにエネル
ギーの重要な利用者となっている。汲み上
げに必要なエネルギー需要はアジアのほぼ
すべての国ですでに非常に大きい。給水・
排水処理施設が数年以内に指数関数的に増
加すれば、それらの適切な稼働と維持に必
要なエネルギーも同時に増大するだろう。
それゆえ、水およびエネルギー分野の相互
の関連は、将来は現在よりもいっそう密接

水力発電ダム、インドネシア
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になるだろう。このため、これら二つの分
野の管理に関連する政策の調和と統合をす
すめることが必要となるだろう。

さらに、近年脱塩のコストが低下した
ことで、水の供給を拡大する重要な供給源
となってきている。膜技術は将来ますます
下水処理に用いられる可能性が高い。次
世代の膜の利用と改良された管理によっ
て、海水の脱塩コストは過去10年間で3分
の1に低下した。逆浸透により脱塩または
浄化された水の生産にかかる現行のコスト
（1立方メートルあたり約0.45 USドルから
0.60USドル）の下では、この技術は特殊な
状況や条件にある多くの国（例えば、シン
ガポールのような島国）にとってコスト効
果的になった。汽水を浄化するコストは今
やさらに低く、塩含有量によって1立方メ
ートルあたり0.20 USドルから0.35USドル
である。近年におけるこれらの技術の飛躍
的進歩は、水の質的・量的問題を解決する
新しい選択肢をもたらしているが、特にエ
ネルギーと技術管理に関してその他の多く
の影響もあるため、アジアで持続的に順調

かつ広く用いられる前にこの影響を注意深
く評価する必要がある。

このため、計画立案者と政策決定者に
とって、特にその共生関係に関して水およ
びエネルギー政策を同時に考慮することが
ますます重要になるだろう。二つはそれぞ
れが互いに影響を与え影響を受ける関係に
あり、この相互関連は将来強まる一方の可
能性が高い。相互関連と相互関係を考慮し
ない一方の分野での政策形成は、 特に社
会、経済および環境の面でますます非生産
的なものになる可能性が高い。 

アジアの水をめぐる景観が急速に変化
していることは、水の管理とそのプロセス
が現在他の資源や開発分野からの複雑で分
野間にわたる課題に直面していることを意
味する。このような種類の課題は人類の歴
史全体でも滅多に直面することのなかった
ものである。これらに成功裏かつ時宜にか
なって対応するためには、新しく革新的な
アプローチと解決策が必要となるだろう。
もはや過去の経験と現在の施策だけでは十
分ではない。

アジア諸国のエ
ネルギー需要が
顕著に増大し続
けるため、バイ
オ燃料分野を含
むエネルギー分
野の水需要も同
様に増大する可
能性が高い

唐山市東郊汚水処理場の点検、中国
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II. 水関連のトレンド

これまでとは異なり、アジアの将来の効率
的な水管理を保証するためには、現在の水
に関するトレンドを考慮するだけでは不十
分である。水管理に直接的または間接的に
大きな影響を与えるその他の分野につい
て、現在と近い将来のトレンドを見極める
ことがますます重要になってくるだろう。
アジア地域の多くは経済的・社会的に大規
模な転換を経験しており、これがしばしば
水に対して相当の影響を与える爆発的な圧
力となるために、この課題の解決は容易で
はない。これらの圧力は、一部は知られて
はいるものの大抵は定量困難であり、残り
は未知のものである。それに加えて、アジ
ア諸国はその社会的・経済的発展や、その
発展プロセスに影響を与える可能性のある
様々な要因について同質ではない。このた
め、アジアにおける水関連のトレンドにつ
いて一般的な実態を描くことは不可能であ
る。この問題は、グローバリゼーション、
自由貿易、情報通信革命の潜在的影響と、
エネルギー、食糧、環境および水の安全保
障を同時に追求することを考慮するとさら
に複雑になる。これらすべては数え切れな
い経路を通じて入手可能な水の量と質に影
響を与えるだろう。
アジア諸国の条件や状況が異なってい

るものの、アジアの水管理とそのプロセス

に影響を与える可能性のあるいくつかの重
要な転換圧力については一般的な概観を説
明することができる。これらの転換圧力の
うち、この章で議論するのは人口、気候変
動、技術である。

人口の変化

アジアの人口は現在世界人口の60%をわず
かに上回り、世界の人口増加のほぼ3分の 河岸のスラム、マニラ

アジアの水の安全保障に関する新たな知見:  II. 水関連のトレンド
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2を占めている。アジアの人口は今後10年
間で5億人近く増加し、この増加の事実上す
べてが都市部で生じると見込まれている。
南アジアは世界の中でも最も人口密度

の高い地域の一つであり、世界の貧困層が
最も集中している。バングラデシュやイン
ドの人口増加率は低下してきているもの
の、ネパールやパキスタンでは低下してい
ない。
東南アジアは南アジアと比較すると人

口密度が低いものの、やはり人口密集地域
を抱えており、特にジャワ島、フィリピン
の一部と、紅河、メコン川、チャオプラヤ
川、イラワディ川などのデルタ地帯が挙
げられる。1970年から2050年までの80年
間、この地域の人口は3倍に増加すると推

計されている。南アジアに関する同じ推計
は3.4倍、中国は2倍である。
人口が多く、増加することにより、土

地や水などの天然資源にさらなる圧力がか
かる。しかし、人口規模と天然資源需要の
間の関係は単純ではない。歴史上、社会
的、経済的変化や、技術進歩やよりよい管
理のような要因も天然資源基盤に影響を与
えてきた。このパターンはこの先数十年間
についても続く可能性が高い。
過去においては、人口増加は一般的に

水管理に対して外生的であると考えられて
きた。これは正しい理解ではない。人口は
需要、利用パターン、管理に関して水に影
響を与える。同様に、水も人口に対して、
健康を通じて（例えば、水因性疾患が死亡
率に影響を与える）で直接的に、また、地
域開発、雇用創出、ジェンダー関連問題を
通じて間接的に影響を与える。Box 2は、
水供給の改善がどのように日本の公衆衛生
を改善したかを示している。
人口の変化に関して、ますます水に影

響を与える可能性が高い二つの問題とは、
都市化と高齢化である。これらの問題は特
に考慮する必要がある。

都市化

世界的には、地方と都市部の人口は現在で
はおよそ均衡している。しかし、アジアは
ラテンアメリカよりも都市化の程度におい
て遅れをとってきた。そのため、アジア諸
国はこの先20年、30年間に大規模な都市化
のプロセスを経る可能性が高い。アジアの
地方人口は現在から2025年までの間ほぼ定
常にとどまると推計されている一方で、都
市部の人口は60%増加する可能性がある。
図1は1970年から2050年までの南アジア、
東南アジア、中国の人口密度の変化を示し
ている。
大規模な都市化はアジアの歴史全体で

も前例のないことであり、すべての国が直
面しなければならない新たな水関連問題を
生み出すだろう。これらの問題は現在想定
されているものと同じとは限らない。それ
らは全く違う性質で、あるものは直感的な

Box 2: 小規模な公的水道サービスの発展を通じた、水道普及率
と公衆衛生の改善

第二次世界大戦以前は、水道は日本の都市の中心部でしか利用できな
いインフラとみなされていた。しかし、全国の水道普及率は大戦後
顕著に増大し、現在では97%に達している。これは主に1960年代と
1970年代に、特に以前は水道が敷設されていなかった地域を対象とし
た水道設備の整備が急速に行われたことによるものである。これは、
人口5,000人以下および公衆衛生問題が緊急である地域にサービスを供
給する水道事業者によって実施された。国は1952年に、小規模な公的
水道サービスを発展させ支援するために補助金制度を設立した。
下の図に示されているように、特に1970年代半ば以降に水因性伝染

病の発生数は劇的に減少している。これは水道の発達が公衆衛生の改
善に大きな役割を果たしたことを示している。

出典：日本水道協会「水道のあらまし2001」2001年8月30日
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密集したスラムコミュ
ニティへ水道管を通じ
た給水を行う取り組み

理解と反対のものの可能性すらある。例え
ば、国連が人口1千万人以上と定義したメ
ガシティの水および排水問題については近
年かなりの注意が払われてきた。アジアの
メガシティは国の資源や関心の最大の部分
を消費しているものの、その人口は2000年
時点で世界人口の3.7%にすぎない。この
数値は2015年には4.7%に増加すると推計
されている。次に大きい分類である、人口
500万から1千万人の大都市の人口はさらに
少なく、2000年に2.8%であり、2015年に
3.7%に増加する。
一方で、人口50万人以下の都市は

2000年時点で世界人口の24.8%（メガシテ
ィの7倍近く）を占めており、2015年には
27%に増加すると予想されている。これら
の都市部は国内および国際的な研究機関
や、水や開発の専門家からほとんど注目さ
れてこなかった。しかし、これらの小規
模都市の年平均人口増加率は1975年から
2000年期の23.2%（同時期のメガシティの
増加率はその4分の1以下の5%）から2000-
2015年期の28.2%に上昇すると推計されて
いるのに対し、その間のメガシティの増加
率は7.5%にとどまる。図2で示されるよう
に、インドネシアとインドの都市の多くが
人口50万人以下であり、一方中国は人口
50万人以下の都市の人口は50万から100万
人都市の人口に近い。それゆえ、これらの
小規模都市の将来の水および排水問題の解
決は、メガシティと同等またはそれ以上の
注目を受けるべきである。これらの小規模
都市は、急速な都市化に対応する政治力や

技術・管理能力を十分に持っていないた
め、水問題の解決はメガシティと比べて非
常に難しい。小規模都市の人口がメガシ
ティの6.7倍であり、その成長率はメガシ
ティの4倍と推計されているにもかかわら
ず、これらの小規模都市に対する国内およ
び国際的な政策決定者からの注目が明らか
に小さいのは不合理なことである。現行の
政策と焦点が劇的に変化しない限りは、こ
れらの都市は将来の水と排水の大きな「ブ
ラックホール」となる可能性が高い。Box 
3からは、韓国が水ストレスを受けている
地域に利益を及ぼすために給水の不均衡問
題にどのように取り組んだかが分かる。
注目すべきもう一つの問題は、開発途

上国と先進国ではメガシティの都市化プロ
セスが異質であることである。ロンドンや
ニューヨークのような都市は、1世紀近く
の期間をかけて徐々に拡大してきた。反対
に、ダッカ、ジャカルタ、カラチのような
アジアのメガシティの過去数十年の成長率
は全く爆発的であった（図3）。これらの
都市にとっては、現状維持のためですらそ
れ以上速く走るのは困難なほどであった。
多くは爆発的な成長率に全く対処できなか
った。
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図1: アジアの各地域と世界のその他地域の
人口密度（1平方キロメートルあたり人数）
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これらのメガシティの多くは、ある程
度住民に、特に適度によく整備された住宅
地には水を供給することができた。しか
し、多くの場合、供給された水は追加的な
処理なしには飲めないものであった。その
上、都市は次第に排水の収集、処理環境に
安全な廃棄の面で遅れを見せるようになっ
た。排水はこれらの都市の一部地域から収
集されたとしても、しばしば近隣の河川や
湖沼、海に未処理のまま、または一次処理
のみで放流されている。これを継続的に放
置していたために、現在ではアジアの開発

途上国の多くの都市部やその近隣の水域は
ひどく汚染されている。これはすでに深刻
な環境上・健康上の問題につながってい
る。もし将来に水危機が生じるとすれば、
それは現在多くの人が予言しているように
水の物理的な欠乏が原因ではなく、適切な
排水管理を継続的に放置したことが原因と
なるだろう。現在の傾向が続けば、利用可
能な水源はますます汚染されて、清潔な水
の供給はますますコストがかかり、管理も
複雑で難しいものとなるだろう。
水管理に関する先進国と開発途上国の

間のもう一つの大きな違いは、先進国では
都市が拡大するにつれてその経済も同様に
発展してきたという点である。それゆえ、
都市部の効率的な給水・排水管理の目的に
財源を利用することが可能であった。例え
ば、日本は急速な経済成長を経験していた
ため、1950年以降都市部の水インフラの保
全にかなりの投資をすることができた。拡
張的インフラ開発と管理におけるそのよう
な大きな改善が意味したのは、東京などの
メガシティの不明水は戦争直後の90%とい
う割合から、現在は世界最高の8%にまで
減らすことができたということである。同
様に、東京などの都市は都市部の洪水の抑
制に十分な投資をすることが可能であった
が、これは日本経済がこの期間に拡大して
いなければ難しかっただろう。

Box 3: 水道施設の拡大に伴う多地域水道システムの形成

韓国は広域水道システムを構築している。これは、水資源をより効率的に利用するための地区ご
との給水調整や、水道施設の管理の効率性を改善するために地区ごとに統合された水道システム
を含むものである。広域水道は、浄化された水を少なくとも二つの水道システムの不十分な地方
コミュニティに供給する仕組みである。これは多くの地区に大量の水を供給するのに役立ち、そ
れらの地区への持続的な給水を保証するものである。その上、これは地区間の給水の不均衡への
取り組みにも役立つ。
広域水道に関する基本的な指針は2003年に完成し、浄水場への近さと水道システムへの接続

を考慮して全国を12の地区に分けている。多目的ダムが一部の川の複数の地区で計画、建設され
ており、一部は近い将来に計画が予定されている。
これらの努力を通じて、水ストレスを受けている地域により多くの水が供給可能になってい

る。これは地域間の給水に関する不均衡を解決し、干ばつなどの緊急時にも安定した水の供給に
貢献するだろう。

出典：Water Resources in Korea 2007, Ministry of Construction and Transportation, Republic of Korea.

図2: 首都と都市圏の都市規模

出典: Asian Development Bank and Cities Alliance: Cities with Slums, 2006. Urbanization and 
Sustainability in Asia. Case Studies of Good Practice.
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河岸の公園、中国蘇州河

図3: アジアの各メガシティの人口増加
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反対に、アジアの開発途上国の都市化
の速度と程度は概してあまりにも高く、こ
のために清潔な水と排水管理サービスの効
率的、公平、持続的な提供に関して、国と
地方政府が人口変動プロセスをしっかりと
計画し管理する能力をはるかに上回ってき
た。都市化のプロセスの不十分な管理によ
る影響は大規模な大気、水および土壌汚染

や騒音公害に現れており、これは人間の健
康や都市住民の生活の質に現在も将来も大
きな影響を与え、各経済に多大なコストを
課すものである。
もう一つの都市化に関連する問題は、

数十年、時には数世紀をかけた水平的成長
の後に、特に中心ビジネス地区で突然かつ
急速に垂直的成長が生じることである。こ
れは常にこの地区の人口密度の突発的な急
増につながり、同時に水およびエネルギー
需要の拡大と、一地区あたりの廃棄物（排
水と固形廃棄物）量の増大を生む。都市部
はそのような、ほとんど瞬時に生じた給水
・排水管理サービスの需要の高まりに全く
対処できてこなかった。この問題は不十分
な給水・排水管理サービスの普及、長期計
画の不在、技術・行政機能の不十分な管
理、投資資金の不足、ひどい汚職によって
悪化している。
しかし、希望の兆しも見えている。例

えば中国では、清潔な飲料水と適切な排水
管理サービスの供給の重要性がますます注
目されるようになってきた。中国は近年経
済が大きく成長してきたため、都市住民に
良質の水と排水管理を供給する余裕があ

　東京、

ムンバイ
ダッカ

カラチ

ジャカルタ

上海

バンコク
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る。コストに見合うように料金を引き上げ
たことで、Box 4に示したように、工業消
費が低下することにもつながった。水と排
水の問題は中国の国、地域、地方の政策決
定者にとって優先的に考慮するべき事項に
なってきた。中国などの国はこの先数十年
のうちに都市部の水管理について顕著な進
歩をとげる可能性が高い。

高齢化

アジア諸国でいまだに十分考慮されていない
要因の主なものは、高齢化の進展が水に関連

する問題に与える影響である。アジアを含む
世界人口の年齢構成は急速に変化している。
例えば、高齢者（65歳以上）の数は1950年
に1億3100万人であった。これが2006年には
4億8000万人に増加しており、2050年には
14億6500万人に達すると推計されている。
この高齢者人口の増加問題は、日本を

ある程度例外として、アジアではいまだに
十分な注目を集めていない。しかし、これ
は今後30年、40年間にアジアのほぼすべ
ての国で重要な政策課題になる可能性が高
い。中国などは現在、訓練され、経験豊富
で活気に満ちた労働力によって今後20年か
ら30年間の経済発展行動を再構築する、人
口構成面での絶好の機会にある。しかし、
2010年以降は高齢者数が非常に急速に増加
しはじめ、2030年にはその傾向がさらに強
まり、中国の高齢者人口は現在のアメリカ
以上になるだろう。
高齢者の増加は南アジア（インドを含

む）と東南アジア諸国にとっても重要な問
題である。東アジア（中国を除く）、南ア
ジア（インドを除く）、アジアで最も人口
の多い二つの国（中国とインド）の着実な
人口高齢化の状況は図4に示されている。
高齢者人口の増加問題は、アジア諸国が取
り組むには複雑なものとなるだろう。それ
は広範囲にわたって社会的、経済的影響を
与え、水分野に直接的・間接的な経路を通
じて影響するだろう。
水管理と急速な高齢化人口の関係は、

アジアだけではなく世界全体についても現

Box 4: 中国の水道料金改革

中国の生活用水の水道料金は、1998年以降張家口では126%、大連では92%上昇している。料金
の引き上げは人々にはよく受け入れられているようであり、料金の重荷は問題になっていないよ
うだ。ただし、張家口では認定された貧困家庭に対しては年に2回、ひと月あたり5立方メートル
を上限とした消費分の現金還付が行われている。
しかし、生活用水以外の消費は価格上昇に対応して明らかに減少している。大連と張家口で

は、1998年初頭から非生活用水に対する水道料金をそれぞれ110から150%、180から190%引き
上げているが、工業消費者は平均消費を30%低下させて、高い価格弾力性を示している。張家口
のある工業利用者の消費は45%も低下した。

出典：Asian Development Bank. 2002. Impact Evaluation Study on Water Supply and Sanitation Projects in Selected Developing 
Member Countries. (IES REG 2002-17). Manila. Website: http://www.adb.org/Documents/IES/Water/ies_reg_2002_17.pdf

計測器付きの水道管の
設置、マニラのアリタ
プタプコミュニティ
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在では全く未発展の分野である。この二つ
は様々な形で互いに影響を与える可能性が
高く、そのうちいくつかは事例を用いて説
明できるだろう。
第一に、アジアの多くの開発途上国の

地方と郊外の状況では、また家庭レベルで
上下水道への接続がない場合には、人々は
共有の土地や水域を衛生目的に利用するこ
とが強いられる。高齢者にとって、特に身
体的運動が困難であったり病気の場合に
は、日々の習慣的な衛生行動はおっくうな
ものとなる。医療、教育および栄養の改善
によって人々はますます長生きするだろ
う。家庭レベルの給水と排水収集施設がな
いことは、高齢者人口の増加に対して特に
障害となるだろう。
第二に、高齢世代の退職に伴ってかな

りの知識、経験および集団的記憶がますま
す失われるだろう。日本などでは、知識と
経験のある多くの人が今後5年から10年の
うちに退職する。水分野の組織的な知識と
経験のレベル全体は全く突如として低下す
ることになり、若い世代や新入社員がこれ

水汲みの合間の休憩、
アフガニスタン

図4: アジアの高齢者人口の増加

注：南アジアはインドを除く、東アジアは中国を除く。 
出典：Varis, O. 2007. Water Resources and Development in Changing Asia.
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を代替する準備もできていない。このこと
は日本ではすでに深刻な問題として認識さ
れている。
第三に、よりよい生活水準を求めて都

市部に移動するのは一般的に若い人々であ
る。それゆえ、地方の若年人口の割合は継
続的に低下し、それに伴って経済的、社会
的および文化的活動も低下する。これは拡
張的な家族制度の破壊を加速するだろう。
その結果、以前の世代の高齢者が受けられ
た家族の支援は着実に低下し続ける。これ
は高齢者のライフスタイルの悪化と、都市
部に移動しているかもしれない家族にとっ
て社会的・経済的問題が増すことにつなが
るだろう。
最後に、高齢者の水需要とその様々な

社会的、経済的および文化的な経路を通じ
た相互関係については事実上何の研究もさ
れてきていない。アジアの研究機関は一つ

としてこれらの新しい課題を真剣に調査し
ていないが、これらは将来熱心に研究され
る必要がある。

気候変動

世界の気候が変化していることは今では広
く認識されている。将来の降水と気温パタ
ーンが場所と時間に対してどのように分布
するかについての適切な情報なしには、水
資源プロジェクトを効率的に管理すること
は難しいため、気候変動は水資源計画と管
理プロセスに新たな不確実性をもたらす。
現在知られている限りでは、一国全体の降
水量と気温の年平均変化を予測することは
どの程度の確からしさについても不可能で
あり、ましてや計画の対象とされる特定の
地域についての予測はできない。その上、
一国の、または広い地域の年平均の降水量

水の汲み上げ、中国成都
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気候変動は干ば
つや洪水などの
極端な事象の頻
度を増やす可能
性が高い。もし
そうであれば、
水インフラと管
理はより堅固で
柔軟なものでな
くてはならな
い。これは私た
ちの現在の知識
ベースを大いに
拡大しなければ
容易な課題では
ないだろう

と気温の変化の予測は、それが相当程度の
確実性のある予測であったとしても、水資
源の計画と管理の目的には非常に限定的に
しか利用できない可能性がある。残念なこ
とに、将来について気候変数のマクロ変
化を予測することさえいまだに不可能で
ある。
効率性と長期の水管理に必要なのは年

平均の気候情報ではなく、年間と各年間の
分散の程度である。これらは現在の知識で
は全く予測不可能である。
これはもちろん世界的な問題であり、

アジアに厳密に限られたことではない。し
かし、この問題は一年の降雨の大部分が 
（連続してではないとはいえ）60時間から
100時間以内に生じるアジアのモンスーン
地域諸国においてはより複雑である。この
数時間の集中降雨を、一年の全体あるいは
数年間にわたって、特に長期の干ばつ期に
おいて様々な目的に水を利用できるように
適切に貯水しなければならないが、その間
の降雨パターンの変化を予測するのは非常
に難しい課題となるだろう。
気候変動は干ばつや洪水などの極端な

事象の頻度を増やす可能性が高いというこ
とについては現在コンセンサスが得られて
いる。もしそうであれば、将来の水インフ
ラと管理はより堅固で柔軟なものでなくて
はならない。技術的にも経済的にも、私た
ちの現在の知識ベースに適切な柔軟性と頑
健性を組み込むことは容易な課題ではない
だろう。気候プロセスが複雑であり、いま
だに完全に理解されていないために、これ
は今後10年、20年以内には起こりそうに
ない。水インフラの計画、建設および維持
に柔軟性と頑健性を組み入れることは、財
政的コストがかかることも意味しており、
これは一部の国の経済を圧迫する可能性も
ある。
それゆえ、気候変動は少なくとも近い

将来において、水の専門家がどの程度にお
いても全く確信をもって対処できない高レ
ベルのリスクや不確実性をもたらす可能性
が高い。気候パターンの予測される変化に
「通常の」気候変動が加わると、2025年以
降に関する効率的な水資源の計画と管理は

ルソン島中央部のメガ
ダイク（FVR堤防）の土
嚢による補強

甚だ複雑で難しい課題となるだろう。特に
アジアのモンスーン地域諸国で将来の深刻
な水関連圧力を回避しようとするならば、
この側面に早急に注目し、水分野の科学者
や気候学者の研究を進める必要がある。

技術

気候変動と同様に、技術進歩も水の管理と
そのプロセスに新たな不確実性をもたらす
可能性が高い。しかし、気候変動とは異な
り、技術進歩は水資源の開発と管理の多く
の側面に積極的な驚きをもたらす可能性が
はるかに高い。
情報通信革命は水に劇的な影響を与え

た。水関連データの管理と分析は人類史上
で以前よりもかなり経済的で効率的なプロ
セスになってきた。情報の蓄積や検索、交
換は近年指数関数的に改良された。知識の
南南移転は約25年前には未熟なものであっ
たが、情報管理の著しい改良と指数関数的
に低下したコストにより、現在までに十分
に成長した。これらの発展は将来さらに進
む可能性が高い。
水の利用パターンに大きな影響を与え

ることになるその他の分野は、バイオテク
ノロジーの進歩である。これらの進歩は害
虫や干ばつに強い農作物や、塩分を含む水
などの質の不十分な水の下で育つ農作物の
開発を助けるだろう。これらの予想される
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発展のネットの影響は、少ない水で、また
質の不十分な水で農作物の栽培が可能とな
るということだろう。
バイオテクノロジーはその他様々な点

でも役に立つ。例えば現在実地試験が行わ
れている新しい米の品種は、氾濫した水の
下で3週間から4週間生き延びることができ
る。アジアでは毎年何百何千トンという稲
が洪水で長期間浸水するために失われてい
る。これらの新しい米の品種は洪水の多く
に耐えることができるだろう。
同様に、バイオテクノロジーは排水処

理において急速な進歩を遂げている。これ
らの分野で今後数十年のうちに非常に重要
な改良や飛躍的進歩がさらに起こる可能性
は非常に高い。これらは、現在アジアの開
発途上国のほぼすべてで非常に深刻な問題
となっている水質管理に著しい影響を与え
るだろう。

過去10年間に顕著な進歩が見られたそ
の他の分野は膜技術である。新世代の膜と
改善された管理によって、海水の脱塩コ
ストは過去10年間で1立方メートルあたり
1.50USドルから約0.50USドルに低下した。
アジアの人口の大部分が海岸から100キロ
メートル以内に住んでいるため、生活、商
業および工業部門に清潔な水を提供するこ
とはもはや物理的な制約ではない。
水の専門家は、一般に、水の利用パタ

ーンと要件に非常に顕著に影響を与える可
能性の高い技術進歩の影響を十分に認識し
ていない。しかし、新技術が利用可能とな
ってコスト効率的であったとしても、それ
を適切に管理する国の能力が構築される必
要がある。近い将来に水資源を管理するた
めの能力開発は、その必要性が大げさに言
われているにもかかわらず、アジアの多く
の国々ではいまだに十分な注意が払われて
いない。急速に変化するアジアでは、今日
の知識と過去の経験だけでは明日の水問題
を特定することも、ましてや解決すること
もできないと認識する必要がある。将来の
水に関連する問題を特定し解決するために
は、全く新しい発想が必要となり、そのた
めには能力開発に対して相当の注目と追加
的な投資が必要とされるだろう。
現在と将来のすべてのトレンドは、す

べてのアジア諸国の将来の水問題には途方
もない数の解決の機会が存在するだろうこ
とを示している。また、克服するべき新し
い制約も現れるだろう。機会と制約は国に
よっても、時には一国の中でも異なるかも
しれない。同様に、Box 5で中国について
説明したように、解決策は地域ごとに特有
のものになるかもしれない。将来直面する
可能性が高い水に関連する問題の解決策を
探し、実行することに焦点を当てているア
ジア諸国は、水管理に関して顕著な進歩を
遂げるだろう。水はもはや経済発展の加速
や貧困削減に対する制約とはならないだ
ろう。

急速に変化する
アジアでは、今
日の知識と過去
の経験だけでは
明日の水問題
を特定すること
も、ましてや解
決することもで
きないと認識す
る必要がある

水処理施設の保守整
備、マニラ
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Box 5: 地域固有の水問題解決策－中国の事例

•   北京では水不足問題を解決するために、雨水再利用システムを持った30,000平方メートルの
集合住宅が建設された。

•   工業化のすすむ南部深圳市では、当局は水質汚濁に取り組むために海水を水洗トイレに利用
する方法を取り入れた。

•   政府は北部の干ばつと南部の洪水の問題を解決するために、長江から水流の衰えている黄河
へ水をひくための巨大な放水路プロジェクトを建設中である。

•   毎年40日ほど砂嵐に襲われる丘陵地帯の新疆ウイグル自治区コルラ市では、砂漠化問題に対
処するために植樹された3,000ヘクタール以上の木に給水するために、地方政府が点滴灌漑シ
ステムを設置した。

出典：Asian Development Bank. Draft Countrywide Water Issues.



22

アジア水開発展望2007年版

III. 都市の水管理

水は様々な用途がありその効率的な管理は
ほとんどすべての開発セクターと多くの専
門分野を含む数多くの問題にわたってい
る。従って、  AWDO の一つの出版物によ
って水のすべての側面を取り扱うことは不
可能である。それに加えて、既述のとおり
アジアは広大で同質でない大陸であり、一
国で優先的な関心事となっている問題が他
の国ではほとんど関心を持たれていないこ
ともある。このため、 AWDO の第一版の

主要な焦点は都市の水管理とする。これは
アジアのすべての国で生活部門の水利用に
常に高い優先順位がつけられているからで
ある。アジアで都市化が加速するのに伴
い、都市部の水サイクル全体の管理は優先
的に考慮するべき事項となってきた。ま
た、都市部の水管理は現在、水分野に対す
るADB の融資ポートフォリオを構成する主
要な要素となっている。農村部の水管理を
含むその他の水問題は、今後の AWDO 報
告書で取り上げる予定である。
都市の水管理は三つの本質的で相互に

関係するサービスから構成されている。第
一は、追加的な処理なしに飲める清潔な水
を家庭に提供することである。第二はすべ
ての家庭および商工業の排水源から排水を
収集し、その後環境に優しい形で適切な処
理と廃棄を行うことである。第三は、特に
モンスーンの季節に雨水を効率的に排水す
ることである。しばしば第一の飲料水の供
給だけが考慮されて、残りの二つのサービ
スには十分な注意が払われていない。その
上、飲料水の供給についても、その量が焦
点となる傾向があり、質の問題はそれに比
べて十分に注意を払われていない。
清潔な水の供給と排水管理の重要性

は、マルデルプラタで1977年3月に開催さ
れた国連水会議の後に、重要な国際的問題
となった。マルデルプラタ会議は水を議題
に政治的ハイレベルで開催された唯一の会

蛇口から直接清潔な飲
料水を飲む少年、カン
ボジア、プノンペン
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議である。この会議では1980年代を 
「水と衛生の国際10年（International 
Water Supply and Sanitation Decade）」
と宣言し、1990年末までにすべての人に清
潔な水と衛生施設を供給するという非常に
野心的な目標が掲げられた。この提案は続
いて国連総会で全会一致で承認された。
その10年を今から振り返ると、その目

標は達成されなかったものの、国連水会議
は特筆すべき成功したイベントであったと
言える。その概念の普及によって、何億と
いう人々が水の供給と衛生施設へのアクセ
スを加速的に受けられるようになったが、
これはこの会議なしには起こりえなかった
ことである。
続いて、ミレニアム開発目標（MDGs）

が水と衛生の10年の目標の一部を盛り込ん
だ。目標の一つは、1990年から2015年まで
に清潔な水にアクセスできない人口の割合
を半減するというものである。衛生施設の
改善はMDGsには含まれていない。2002年
のヨハネスブルグサミットでは、1990年か
ら2015年の間に衛生施設にアクセスできな
い人口を半減するという、同様の衛生施設
に関する目標が設定された。
水供給に関するMDGと衛生施設に関す

るヨハネスブルグ目標の達成は、各国機関
や国際機関から相当の注目を受けている。
しかし、近年の世界的な議論の多くはほと
んど数値目標の達成にのみ焦点を向けてお
り、二つの目標の背景にある本当の目的や
理念は滅多に議論されていない。
「水と衛生の国際10年」の理念が始め

に提案された時、その目的はすべての人が
追加的な処理なしに飲める清潔な水へのア
クセスを確保されるべきだ、というもので
あった。同様に、衛生施設へのアクセス
も、少なくとも都市においては排水が家庭
から収集され、適切に処理され、環境に安
全な形で廃棄されることを意味した。
それから現在に至る間、これらの目標

の背景にある理念はいくらか失われて、数
値目標の達成に重点が移ってきた。例え
ば、都市部の家庭に供給される水の質に関
しては限られた議論しかなされてこなかっ
た。議論はほとんど、飲むことに関する質
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に無関係に、特定量の水を供給することに
のみ焦点を当ててきた。その結果、現在ア
ジアの多くの都市部では、各家庭または各
アパートがミニ水処理施設の機能を果たし
ている。質を問わない水が収集され地下の
タンクに貯留されて、地上のタンクに汲み
上げられる。その後この水は処理されて、
時には膜処理をされて消費される。メイン
の水処理施設は断続的に（一日あたり2時
間から4時間）給水する一方、家庭レベル
のミニ施設は高いコストをかけて処理を行
い、それを24時間給水に転換する。これは
明らかに水と衛生の10年の供給目標の背景
にある考えではなかった。
同様のずれは衛生施設目標についても

生じている。排水は現在都市で収集されて
はいても、多くは未処理のままか部分的な
処理しか受けずに河川や湖沼、海に放流さ
れている。それゆえ、汚染と健康問題は単
に排水の発生する都市部から、影響を受け
る人の少ない地域へと移転されているだけ
である。ある場所から別の場所への問題の
移転によって、アジアの開発途上国の都市
部やその周辺の河川や湖沼、海が現在受け
ている汚染は深刻である。これはすでに、

都市の下水路、タイ
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健康、社会、経済および環境に深刻な負の
影響を与えている。もし現在の不十分な傾
向が続くとすれば、10年か20年のうちに、
アジアの開発途上国は人類の歴史上経験し
たことのない水質管理危機に直面する可能
性が高い。このため、新規の排水処理施設
を大規模に建設して、水質汚濁問題を次第
に減らすことが絶対的に重要である。
清潔な水へのアクセスの定義を大いに

希薄化し、衛生施設を非常に限定的な意味
でしか考えないことで、多くのアジアの国
を含む開発途上国は、水の安全保障に関し
て国の将来を危険にさらしている。世界的
な水政策対話の趣旨を含めて、そのような
発想ははっきりと変えなければならない。
アジアの状況はその他の開発途上の世

界と同様である。メキシコの米州開発銀行
第三世界水資源開発センターの研究によれ
ば、衛生施設ではなく適切な排水管理へ
のアクセスについてみれば、その範囲は
1990年時点でラテンアメリカの人口の約
11%にとどまっていた。同様の研究はアジ
アでは行われていないが、アジアの開発途
上国の行った大まかな推計結果は、ラテン
アメリカとほぼ同様のものである。もし
MDGと同様のアプローチを使って、排水
処理へのアクセスに関する目標を立てたな

らば、アジアの開発途上国は2015年までに
人口の約50%から60%にまでアクセスを増
加させる必要があり、これは現在の約4倍
に相当する。これは容易な課題ではないも
のの、アジア諸国の現実的な目標にされる
べきものである。
この目標を達成するのは何よりも重要

である。なぜならば水分野へ投資すること
は、ターゲット10と衛生施設に関するヨ
ハネスブルグ目標だけではなく、すべての
MDGsに投資することだからである。安全
な水の供給は、人々の健康を即時に改善
し、彼らの時間を節約し、その時間を勉強
や生活の向上に用いることで、人々がより
多くの所得を得て、より多くの栄養を摂取
し、より健康的な生活を享受できるように
なる。衛生施設の改善は、貧困層が社会的
・身体的に劣悪な環境、健康リスク、危険
な環境条件に身をさらすことを防ぐ。水分
野に投資した1ドルが、どのように6ドル相
当の便益となって返ってくるかは容易に分
かる。しかし、給水と衛生施設のプロジェ
クトから得られる便益に関する期待と分析
は、大抵は、健康状態の改善という最も一
般的に意図された結果に限定されてしまっ
ている。

清潔な水へのアクセス

良識のある人は、人類のすべてが清潔で飲
用可能な水、そして適切な排水管理へアク
セスできるべきだという考えに反対はしな
いだろう。これらのサービスの一方または
両方へのアクセスが絶たれているとき、社
会的、経済的および環境的コストは高く、
一国経済全体のコストも同様に高い。重要
な論点は、現在では普遍的に認められてい
るこれらのサービスの必要性ではなく、む
しろこれらがすべての人にどのようにコス
ト効率的に、公平に、迅速に提供されるか
である。
南アジアの大部分を含むアジアの多く

の開発途上国では、現在は断続的な給水が
例外というよりも標準である。しかし、断
続的な給水に伴う問題はよく知られてい
る。それらは、汚染された水の供給、すべ

衛生施設を、下
水を収集し未処
理のまま他の地
域に移転すると
いう非常に限定
的な意味でしか
考えず、そのた
め淡水源を汚染
すれば、多くの
開発途上国は、
水の安全保障に
関して10年か
20年のうちに国
の将来を危険に
さらすだろう

ベトナムの貧困家庭の
新しい水道
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ての段階での水の損失、短時間に水を供給
するためにより大きな水道管が必要とな
ること（それゆえ経済的コストが高いこ
と）、信頼できない計器測定、ひどい汚
職、都市部の貧困層が毎日の給水を得るた
めのストレスである。
多くのアジアの都市では、少なくとも

人口100万人以上の都市では飲用に適した
水の供給が連続的に行われない理由はな
い。断続的な給水の言い訳として現在一般
的に言われているのは、連続的な給水を保
証するだけの十分な水がないということで
ある。しかし、その公言された理由が全く
科学的、技術的または経済的な妥当性を持
たないということは、それなりに知的な人
間であれば少しの検証ですぐに分かること
である。例えば、給水は断続的かもしれな
いが、給水が可能な短時間の間にほとんど
の消費者が十分な水を引き出し、家庭レベ
ルでそれを貯水し、連続的な給水が行われ
る。もしも供給が連続的であれば、家庭は
同量の水を取水するが、一日の中で分散し
て行うだろう。また、多くのアジアの都市
では、システムに入る水の50%以上は漏水
と不十分な管理のために意図された消費者
までたどり着かない。それに加えて、マ
レのような都市は平均家計消費量が1ヶ月
10立方メートル以下で現在連続的に飲料水
を供給している。しかし、この量の2-3倍
の給水を行っているその他のアジアの都市
が、各家庭に連続的な給水を保証するだ
けの十分な水がないと主張しているので
ある！
現在の受け入れがたい状況の主な理由

は、給水施設の不適切な管理が一般的にな
っている結果、施設がプロフェッショナル
に稼働していないことである。汚職がひど
く、国民が無関心で幻滅しており、そのた
めに現在まで給水施設から次善の結果しか
期待できない状態になっている。

水の価格づけ

現在の受け入れがたい状況には多くの理由
がある。おそらく最も広まっているもの
は、水は社会的財であり、無料またはかな
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り助成された価格で供給されるべきだとい
う考えである。その反対に、現在の研究で
示されているのは、適切な水の価格づけを
しなければ、現在の浪費、非効率、富裕層
と貧困層のいずれに対してもサービスが不
足するという悪循環が継続するだろうとい
うことである。不適切な価格づけによって
水道事業者の収入が不足しているために、
水道システムは適切に維持されず、最新の
技術への切り替えや管理・技術能力の向
上、ネットワークの拡大、排水管理のため
に投資資金が利用できないことが確実にな
ってしまう。飲料水がすべての人に無料ま
たは高い助成率で長期にわたって供給され
る時代はもう終わったことは疑いない。
必要なのは、現在の悪循環を好循環で

置き換えることによって得られる帰結であ
る。すなわち、利用者が望むサービスの対
価を支払い、支払えない貧困層は特定の補
助を受けて、水道事業者は給水・排水管理
サービスを効率的かつ責任をもって提供
し、利用者がサービスのコストをまかな
い、公的資金が公共の目的で用いられるよ
うなシステムである。
当然のことながら、これは私たちが異

なる消費者と異なる目的に対して水がどの

現在の受け入れ
がたい状況の主
な理由は、給水
施設の不適切な
管理が一般的に
なっている結
果、施設がプロ
フェッショナル
に稼働していな
いことである

スラムの共同体に一括
課金を行うためのマニ
ラウォーター社の「母
メーター」
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された。民間の関与への反対論者は、繰り
返し熱烈に、水の価格づけは本質的な公共
サービスを民間部門に引き渡す「隠語」で
あり、民間部門は貧困層を犠牲にして見苦
しい態度で利益をあげようとすると議論し
た。ハーグフォーラムでは、少数の多国籍
企業が世界の都市部の水関連サービスを「
統制」することになるだろう、それらの企
業は非常に大きく強力になり、公的な規制
者が彼らを統制することはできないだろう
と広く考えられていた。
議論のゴールラインは、第三回世界水

フォーラムが開催された2003年までには変
化していた。2000年には少数の多国籍企業
はその顧客を非常に早いペースで拡大して
いたが、わずか3年後には後退していた。
多くの投資対象において巨額の債務と大き
な損失を負ったため、また急激な株価の減
少に直面して、それらの多くは開発途上国
への拡大計画を縮小せざるを得なかった。
議論の焦点はゆっくりとよい方向へ、

社会的な最終目標に移ってきた。それは、
清潔な水と排水管理の、手頃で経済的な価
格での普遍的で公平な供給である。その手
段、つまりサービスがどのように誰によっ
て供給されるかは、目標が達成される限り
はあまり関係ない。
この点で過去の議論は主要な問題に焦

点を当ててこなかった。現在では、民間部
門による給水・排水サービスを受けている
のは世界人口の約5%から7％（推計によっ
て異なる）にすぎない。すべての予測でき
る条件の下で、2025年までに世界人口の
15%でさえ民間部門からそれらのサービス
を受ける可能性は低い。従って、もし少な
くとも世界人口の85%がこのサービスを公
共部門から受け続けるとすれば、議論の主
な焦点は既存の公共部門サービスを近い将
来にどのように顕著に改善することができ
るかでなければならない。
注目すべき点は、世界で最も効率的

な水関連サービス供給者の二つであるシ
ンガポールと東京のそれはいずれも公共
部門に属していることである。同時に、
アジアの開発途上国の中で最もパフォー
マンスの悪いもののいくつかも公共部門

必要な飲料水を
すべての人に無
料または高い助
成率で供給する
という従来の考
えを継続するの
は不可能である

ように価格づけされるべきかについて、現
時点で回答を持っていることを意味しな
い。いくつかの難しい問題が提示され回答
される必要がある。例えば、豊かなものに
は補助をしない一方で、貧困層が信頼のお
ける給水・衛生施設サービスに手頃な価格
で十分にアクセスできることをどのように
保証できるだろうか？どのように、誰が、
どのようなプロセスを通じてこのサービス
を管理すれば、信頼できるサービスの供
給、経済効率性、普遍的なアクセス、社会
厚生の最大化という目標を継続的かつ同時
に満たすことができるだろうか？現在の供
給サービスを本質的に改善するためには、
どのような組織的枠組みとガバナンス行動
が必要なのか？これらのすべての条件はど
のようにして効率的かつ迅速に達成できる
のか、また用いられる手段が社会全体に社
会的かつ政治的に受け入れられるのか？こ
れらとその他多くの類似の問題が、官民を
問わずすべての水道事業者によって、また
それを規制する政府サービスによって、問
われ答えられる必要がある。
ますます明らかになってきているの

は、アジアのすべての国に適用できる唯一
「最善の」解決策はないということであ
る。必要なのはアジアの都市の中から清潔
な水と排水管理サービスの供給に関して近
年顕著な進歩をとげた複数の優れた実践モ
デルを特定することである。それが機能す
るために必要な環境の評価を含めて、モデ
ルが見つかれば、適用可能なモデルを求め
ているアジアの都市は自らに最もあったモ
デルを選択することができる。選択された
モデルはその後固有の地域条件にあうよう
に慎重に適応させる必要がある。

官民パートナーシップ

水と排水の管理に民間部門が関与すること
についての議論は、しばしば感情的にな
り、支持者と反対論者の両者の立場をかた
くなにするものだった。この問題は2000年
にハーグで開催された第二回世界水フォー
ラムと、2003年に日本で開催された第三
回世界水フォーラムで激しく感情的に議論
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である。同様に、民間部門のパフォーマ
ンスは必ずしも公共部門よりも優れてい
るとは限らない。一部の民間部門に委託
された水資源事業は成功したが、一部は
成功しなかった。一国の中でも成果は異
なり（例えば、モロッコのカサブランカ
の民間事業委託は成功したと考えられた
が、ラバトではそうではなかった）、時
には同じ都市部の中でも（マニラの半分
の民間事業委託は機能したが、残りの半
分は機能しなかった）、時によっても 
（ブエノスアイレスの民間事業委託は初
期に限って機能した）異なってきた。
その他二つの注目すべき新たな要素が

ある。第一は、アジアの民間企業の中か
ら、アジア、そしておそらく後にはアジア
を越えて管理事業委託を検討する十分な専
門性と技術的・財政的ノウハウを育成して
きた企業が出現していることである。シン
ガポールの電力部門の関心は今やシドニー
でのサービスを管理することである。民間
企業や特にインド、フィリピン、シンガポ
ールといったアジアの国々からの官民コン
ソーシアムがこの先10年間にますます活動
的になる可能性が高い。
第二は、地域の民間部門が公共部門よ

りも効率的に行うことができる特定の活動
やサービスのアウトソーシングが増えてい
ることである。これは情報技術、計器測
定、料金徴収、漏水の探知および修理、車
両管理など様々な分野である。シンガポー
ル公益事業庁やスリランカ上下水道庁など
の公的機関はすでにアウトソーシングを少
しずつ進めており、その結果、両者に利益
のある状況がもたらされている。
将来的に必要なのは、特に関係する都

市で、公共部門と民間部門、市民社会の間
の対話を増やし、相互に受け入れられる望
ましい解決策を形成することである。主要
な目的は、すべての住民に対して飲用可能
で継続的な給水と適切な排水管理を、コス
ト効率的に、公平に、迅速に提供すること
である。これがどのように誰によって達成
されるかは、外部からの干渉や独断的な信
念をはさまずに関係する都市の判断に任せ
るのが最善である。

排水管理

一般的に、排水管理はアジアの開発途上国
で給水と比較してかなり低い優先順位をつ
けられてきた。それに加えて、排水管理が
考慮されてきた地域の多くでは、主要な焦
点は都市部で排水を収集して、限定的な処
理をするかまたは未処理のまま他の場所に
廃棄することであった。収集、処理および
廃棄活動に関しては同時の進歩がないまま
にますます多くの水が都市に供給されるの
に伴って、全体としての水質状況は次第に
悪化するだろう。
アジア諸国が直面している主要な課題

は、スラムと都市周辺地域への排水管理の
供給である。個人または公共のトイレがな
い場所では、屋外排泄は健康上、社会的お
よび環境上の問題を生じさせる。それは特
に女性や高齢者、病人にとって人間の尊厳
にも反している。これらの地域での屋外排
泄を規制することにますます重点がおかれ
ているが、衛生的なトイレの拡大やその長
期的な維持に関してのみならず、汚水の収
集と安全な廃棄についてもまだ多くの課題
が残されている。トイレの供給は本質的で
重要な改善ではあるが、それだけで十分で
はない。それは機能的な排水管理政策の不
可欠の要素でなければならない。これはア
ジアの開発途上国で大いに進展が必要な分
野である。

アジアの水の安全保障に関する新たな知見:  III. 都市の水管理

水流のチェック、中国雲
南省思茅地区
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都市の上下水道の修復

過去10年間の議論の多くは、給水と排水管
理のための新しいインフラの建設と運営に
関するものであった。急速な都市化に伴っ
て、アジア諸国は新たな上下水道を建設・
維持することにますます積極的にならなけ
ればならないのは言うまでもない。
しかし、その他にもすべてのアジアの

政策決定者が早急に注目する必要のある問
題が存在する。それは過去に作られた上下
水道インフラの修復と再開発である。イン
フラの一部は建設から50年以上が経ってお
り、経済的な寿命が過ぎただけではなく、
増加する人口密度や一人あたり水使用量の
高まりからみて規模が小さすぎる。
日本でも、多くの上下水道設備は

1950年代と1960年代に建設されており、
徐々に最新の建築基準と設計条件を満たす
新しい設計や部品に取り替えられる必要が
ある。上下水道インフラの新規投資は日本
では2000年以降に減少し始め、現在では修
復に必要な水準以下である。もしこの傾向
が続くならば、ますます多くの取り替えら
れるべき設備が修復されないことになる。
その結果、それらは劣化するままにされて
しまうだろう。もしそうであれば、後日そ
れはより多くの投資を必要として、関係す
る地域に社会的、経済的コストを課すこと
になるだろう。
日本はその設備を真剣に修復し始めた

が、アジアの多くの国々について同じこと
は言えない。実際に、どのようにして古い
インフラを修復するかについて、地理的な
範囲および時系列の両者に関して実践的な
計画を作成している国は非常に少ない。多
くの国では、問題の程度さえ分かっておら
ず、時宜にかなったコスト効率的な更新に
必要な投資資金や技術・管理能力の種類も
分かっていない。これは将来アジアのすべ
ての国がより注目すべき分野である。

アジアの飲料水適合度指標（IDWA）

人間開発指標（HDI）は、国の発展全体に
関する指標として現在広く受け入れられて

いる。これは健康と教育の指標一つずつを
人口一人あたり所得と組み合わせたもので
ある。これによって、国レベルで人間開発
の3つの重要な局面について何が不足して
いるのかが明らかになる。
HDIの成功に刺激されて、飲料水適合

度指標（IDWA）の開発が試みられてき
た。これはADBの23の開発途上加盟国 
（DMCs）に適用され、合計で34億人 
（2004年推計値）、44のDMCsすべての人
口の約99%をカバーしている（付録を参
照）。しかし、その他の21のDMCsについ
ては国内および国際資料からの情報が利用
可能ではなく、IDWAを完全には開発でき
なかった。
付録に示したIDWA値は準備段階の推

計であることに留意されたい。より多くの
水関連のデータが利用可能となり、デー
タの質が改善すれば、IDWAもまた改善す
る。さらに、時間の経過と共により多く
の手法上の進歩が期待され、それによっ
て指標の技術的、知的基盤がより進歩す
るだろう。IDWAの計算方法に関する詳細
な情報は AWDO2007年版報告書に付属の
CD-ROMに収められている。
IDWAは4つの重要な構成要素から成っ

ている。それらは人口一人あたりの再生可
能な淡水資源量、アクセス、水の購買能力
および家計部門の一人あたり水使用量であ
る。これらの要素に、飲料水の質の間接的
な代用データが加えられている。これはほ
ぼすべてのDMCsについて信頼できる水質
データが不足しているためであり、水質に
関する代用データには2000年における人口
10万人あたり下痢性死亡数を用いた。
IDWAの現在の形は、安全な飲料水へ

のアクセスに関して信頼性のある各国間順
位を継続的に提供することを意図していな
いことに留意すべきである。それゆえ、こ
の指標は各国間の順位づけに用いられるべ
きではない。
現在の形においても、IDWAは国の状

況について、アクセスのみの指標よりもよ
りよく実態を表している。実際に5つの構
成要素のそれぞれが各国の状況に応じてメ
ッセージを示すことができる。IDWAは、
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評価、モニタリングおよびベンチマーキン
グのツールとして開発政策、プログラムお
よびプロジェクトを支援することができ
る。国の政策決定者と外部支援機関に対し
ては、指標を100に近づけるために、飲料
水への改良と投資を論理的に主張する手段
にもなるだろう。
IDWAは、各国が構成要素の一つ以上

の改善を目標にするよう支援することがで
きる。例えば、パプアニューギニアは十分
な水資源を持っているが、給水手段が十分
ではなく、その点が優先的に注目されるべ
きだろう。同様に、マレーシアは資源とア
クセスに関して韓国よりも優位であるが、
後者は水資源が不足しているものの、アク
セスに転換するのに必要な高い能力を有し
ている。インドと中国はIDWA値がほぼ同
値であるが、その構成要素についてははっ
きりとした違いがある。インドでは使用量
項目の値が相対的に高いものの、特に水質
の低さを考慮するとその重要性は限定的で
ある。Box 6ではシンガポールが国内の水
資源が十分でないにもかかわらず優良な飲
料水を供給していることを示している。
現在の段階では、IDWAは給水に限っ

ており排水管理を考慮していない。概念的
には、少なくとも二つの追加的な指標につ
いて適切なデータが利用可能となれば、

IDWAを拡大して排水管理を含めることが
できる。二つの指標とは、衛生施設へのア
クセスと、排水の収集、処理および廃棄の
程度である。残念なことに、現在そのよう
なデータは国レベルでは入手できない。
DMCsの水質データが大きく改善すれば、
排水管理に関する別個の合成指標を検討す
ることもできるだろう。

アジアの水の安全保障に関する新たな知見:  III. 都市の水管理

Box 6: シンガポールのめざましい成功

国内の水資源が不足しているにもかかわらず（人口一人あたり142立方
メートル、2004年、世界開発指標2006による）シンガポールは例外的
に市民への質の高い飲料水を供給することに成功している。シンガポ
ールは水を海外から調達することに加え、脱塩のみならず「NEWater」
として知られる、再利用水の浄化から得られる良質の水を開発したこ
とが最も重要である。
シンガポールの水は供給が連続的で、その質は蛇口から直接飲む

ことができる水準である。IDWA指標の4つの構成要素（アクセス、能
力、利用、質）の値は100である。しかし、資源要素の値が42である
ため、5つの構成要素に基づいて計算されたIDWA値は88であり、マレ
ーシアと韓国（それぞれ92と90）よりも低い値である。
資源要素を除くと、マレーシアと韓国のIDWAsはそれぞれ94と97で

あり、シンガポールの100には及ばない。このような違いはどの合成指
標でも避けられず、まさにこのためにIDWAは重要な構成要素を少数 
（5つ）に絞っている。
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IV. 未来への展望

アジアのDMCsが将来の水の安全保障を確
実にするために進む道は一つではない。気
候的、物理的、社会的、経済的、環境的
な、そして組織的な条件が異なり、国ごと
にも国の地域ごとにも異なる発展段階にあ
るため、普遍的な解決策は全くない。例え
ば、太平洋諸島は一般的に規模が小さく脆
弱であるため、大国とは大きく異なる水問
題を抱えており、独自の地域行動計画を策
定してきた（Box 7）。それに加えて、水
に影響を与える全国的、地域的および世界
的条件は急速に変化しているため、解決策
には時間の次元も存在する。10年前に実行
可能だったものが、10年後には不可能かも
しれない。これは、水に関する政策がその
時々と近い将来の要請を反映するように、
定期的に更新される必要があることを意味
している。 

私たちは水資源の現在の評価、予測
される将来の水需要、利用可能な技術、
知識および経験から判断して、アジアの
DMCsは将来水の物理的な欠乏による危機
を経験したり予期したりすることはないと
確信を持って予測することができる。これ
はADBが約10年前にたどり着いた結論であ 

り、この所見を変える理由はない。重要な
のは、水不足の悪化によって迫り来る世界
水危機と起こりうる水紛争に関して大げさ
な誇張がなされているのとは無関係に、実
際にはアジアでは現在と将来の水問題のす
べてを解決するのに十分な知識、技術およ
び専門的知識が現時点で利用可能であると
いうことである。それでもなお、アジアの
一部のDMCsはその他の国に比べて将来の
水の安全保障を確実にするのは困難を伴う
だろう。しかし、これはそれらの国では水
分野に限らずその他すべての開発関連分
野について一般的な状況である可能性が
高い。 

もし将来一部のアジアのDMCsが水危
機に直面するとすれば、それは物理的な水
不足によるのでは「なく」、今なお望まし
い状況にはほど遠い、水の管理、制度的取
り決め、社会政治的状況を含む、不十分ま
たは不適切な水統治によるものだろう。現
在の状況が続けば、アジアのDMCsの水状
況は緩やかにしか改善しないことは確実だ
ろう。予測される人口増加率、都市化の継
続、経済活動の増大を考慮すると、これは
少なくとも水分野について、現状維持のた

もし将来一部
のアジアの
DMCsが水危機
に直面するとす
れば、それは物
理的な水不足に
よるのでは「な
く」、水の管
理、制度的取り
決め、社会政治
的状況を含む、
不十分または不
適切な水統治に
よるものだろう
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めですらより速く走らなくてはならないこ
とを意味する。これは好ましい解決策でも
受け入れられる解決策でもない。 

アジアのほとんどすべてのDMCsで、
水統治行動を大きく本質的に変える必要が
ある。アジアには、水統治を非常に顕著に
改善した成功例が多く存在する。例えば、
過去30年の間シンガポールは統治行動の
面でめざましい飛躍的発展を遂げ、その結
果、現在は給水、排水管理および集水管理
全体が世界で最も優れているとも言える。
この過程で、シンガポール公益事業庁は継
続的に供給するサービスについて市民の完
全な信頼を得てきた。この推移はほとんど
が過去20年以内に生じている。 

同様に、プノンペン市水道公社は、期
間中の政治的、経済的および社会的に難し
い状況にもかかわらず、水料金の支払われ
ない水の割合を1993年の約90%から現在の
約8%にまで減少させた。公社は、現在は
飲用可能な水供給を連続的に行っており、
完全に自立的で財政的に独立している。公
社は民間部門へのアウトソーシングを一切
利用しておらず、ガバナンスを劇的に転換
させたよいリーダーシップと、その見識あ
るリーダーシップの背後にある重い政治的
責任の下で何が達成できるかを10年間で示
した。 

水分野のパフォーマンスの改善には、
給水、排水管理、灌漑、水力発電開発など
の分野で同様の成功事例をアジア中から特
定するための包括的な調査が今こそ重要で
ある。知識と経験の豊富な水の専門家が、
これらの成功事例の正確さ、長期的な持続
可能性、アジアのその他の地域への潜在的
な複製の可能性に関して独立に検討する必
要がある。また、そのような成功を可能に
した環境について分析し、他の多くのアジ
アの都市が成功しなかった一方で、なぜ、
どのようにしてその事例では注目すべき進
歩を遂げることができたのかを知ることも
重要である。どのような条件がそのプロセ
スを触媒するのに役立ったのか、言い換え
ればその成功を確かにしたのかを理解する
必要がある。 

アジアの成功した優れた取り組みのモ
デルは、地域の特殊なモンスーン気候条件
という文脈において、知識と経験の南南移
転に不可欠なものである。ヨーロッパおよ
び北アメリカモデルがアジアではしばしば
成功しなかった主な理由は、気候条件だけ
ではなく、社会的、経済的および環境的条
件と、制度的・法的枠組みの違いである。
それゆえ、アジアのモンスーン地域の成功
モデルはヨーロッパや北アメリカから直接
輸入されるモデルよりもその他のアジア
のDMCsが追従できる可能性が高い。しか
し、アジアのモデルは地域に固有の条件に
ついて適切な調整をしてからのみ適用され
るべきである。

この全体的な文脈と理念の下で、水の
安全保障に向けた進むべき道として、アジ
アのDMCsの多くに対して次に挙げるいく

Box 7: 太平洋諸島の独自性

太平洋諸島の国々が水分野を効果的に管理する能力は、その規模の小
ささ、脆弱さ、自然の傷つきやすさ、人間と財政的な資源ベースが限
られていることによって制約されている。太平洋諸島の国々における
持続的な水資源管理の課題は、2003年に京都で開催された第三回世界
水フォーラムの準備段階に行われた「水と島嶼国」に関する地域会合
において3つの広いテーマを持つ分野に分類された。これらは次のとお
りである。 
1. 島嶼国の水資源は、次のことにより特殊で傷つきやすい。規模の小

ささ、天然の貯蔵の不足と競合する土地利用、干ばつ、サイクロ
ン、都市による汚染を含む自然および人為的災害に対する脆弱性。

2. 水サービス供給者は人的および財政的資源の両者が欠けているため
に、経験豊富な職員と投資の利用可能性や費用回収の実効性が制限
されて、持続的な水および排水供給への困難な制約に直面してい
る。

3. 伝統的なコミュニティに関連する特定の社会政治的および文化的な
構造、種族および島内の慣習、権利および利害のために、水統治は
非常に複雑である。
これらの問題はすべて「持続的な水管理に関する太平洋地域行動計

画（太平洋RAP）」の策定を通じて注意を向けられてきた。首脳レベ
ルの16カ国を含む18カ国で承認された太平洋RAPは、協調かつ合意さ
れたアプローチを提供するだけではなく、水を国と地域の議題へとは
っきりと押し上げた。

出典: Fourth World Water Forum, Mexico. 2006. Regional Document: Asia-Pacific – Local 
Actions for a Global Change http://www.worldwaterforum4.org.mx/uploads/TBL_DOCS_
107_35.pdf 



32

つかの提言が有益であると考えられる。た
だし、それぞれの問題についての強調の度
合いや優先順位は国によって異なることに
留意されたい。

データの利用可能度と信頼性の向上

AWDO 2007を準備する上での主要な問題
は、アジアのDMCsについて水に関連する
問題のすべての側面のデータが不足してい
ることであった。データが入手できる場合
でも、しばしばその信頼性が不明であっ
た。全国レベルでのデータセットに不整合
があるか、同じ変数について異なる出典か
ら得たデータが異なっていること、および
多くの場合、各国と国際的なデータセット
が大きく異なることによって、この問題は
さらに深刻となっている。

一般的な法則として、アジアの
DMCsは水質よりも水量について質が高く
長期にわたる情報を持っている。水の再利
用の程度やリサイクルの進展に関する情
報は、あったとしても非常に限定的なも
のしか利用できない。アジアのすべての
DMCsにおいて近い将来に水質管理が国の
優先事項になり、公式・非公式の手段を通
じて水の再利用が非常に顕著に増加すると
思われるため、これは重要なギャップであ
る。同様に、データの利用可能度は社会、
経済、環境指標と比較して水文、気候、お
よび関連の物理的指標のほうがかなり高
い。この状況は改善されているようにみえ
るが、その進行は緩やかである。

物理的要因だけではなく、社会的、経
済的および環境的要因に関しても信頼性の
あるデータが利用可能でなければ、どの国
においても長期的に持続可能なベースで水
資源を計画、開発および管理することはで
きない。また、信頼性のある必要なデータ
を収集するだけでは十分ではない。データ
は国内および国際機関から、研究および学
術機関、NGO、市民社会一般までにわた
る、それを必要とする人々がすぐにアクセ
スできなければならない。もし水資源開発
および管理の状況を改善しようとするなら
ば、アジアのすべてのDMCsにおいてデー

タの収集、質および管理を今までよりも明
らかに優先する必要がある。データへのア
クセシビリティも大幅に改善される必要が
ある。 

また、実施されるべき特定の水関連活
動に応じて、適切で信頼性のあるデータが
全国、地域および地方レベルで必要である
ことも留意すべきである。同様に、良質の
データなしには、政策、プログラムおよび
プロジェクトの進展やパフォーマンスをモ
ニタリングすることはできない。モニタリ
ングなしには、特定の水関連活動の成功ま
たはそのコスト効率性や、人々や環境への
影響についてはっきりとした主張はでき
ない。 

ADBなどの主要な国際機関は、
DMCsがアジア地域全体で一貫性のあるデ
ータセットを開発し維持することを奨励
し、支援するべきである。そのような努力
によって、データの利用可能度とアクセシ
ビリティは疑いもなく改善し、信頼性のな
いまたは議論のあるデータセットの削減や
除去にも寄与するだろう。例えば、この報
告書のための予備調査が行われた際に、水
の供給に関するMDGの達成を測るための
データセットが各国のものと国際的なもの
とで大きく異なることが明らかになった。
表3にいくつかの例が示されている。各国
のデータセットはしばしば進捗状況を楽観
的に描く傾向にある。これはもちろんデー
タの誤謬やデータ上の定義の問題による部
分もある。例えば、水へのアクセスは国に
よってまたは国内機関と国際機関では異な
って定義されている可能性がある。利用者
がデータの妥当性、適切性、比較可能性お
よび限界を認識できるように、収集される
データにはっきりと定義付けをすることが
必要である。 

全国レベルでのデータの集約のために
は、すべての地方のデータセットについて
収集されるデータの変数に同一の定義を用
いなければならない。同様に、各国のデ
ータセットの比較のためには、すべての
DMCsが一貫性のある定義と、収集、分析
および解釈において同様のプロセスを用い
るべきである。これは現在のところ、いか

物理的要因だけ
ではなく、社会
的、経済的およ
び環境的要因に
関しても信頼性
のあるデータと
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的となっていた状態と比較して、サービス
供給を効率的で、信頼性があり、経済的か
つ公平なものに変えるものと期待されてい
た。関係する多国籍企業もまもなく、給水
・排水管理サービスの供給は今後20、30年
の間に株主への非常に魅力的な利益にはつ
ながらないと認識した。 

この形の官民パートナーシップは、そ
の主張者が期待したようにはうまく、また
は一貫性を持って機能しなかった。また、
既存の給水・排水管理について、現在アジ
アのDMCsで必要なものと利用可能なもの
の間の格差は甚大であり、「今までどお
り」は妥当な期間内に解決策を提示しない
だろうということは、現在すべての関係団
体が十分に理解している。地域の水と排水
の問題を、できれば10年以内にコスト効
率的かつ公平な方法で解決することのでき
る「今までと異なる」新しいパラダイムが
必要とされている。このことは、以前のモ
デルとは異なる新しい形のパートナーシッ
プの形成を必要とするだろう。それはパー
トナーが政府、企業（官または民の）、社
会の三つに区分され、それぞれが特定の役
割とそれに対する説明責任を持つ形であ
り、ここでGCSモデルと呼ぶことにする。 

なる有効な規模でも一貫性のある規模でも
生じておらず、その結果しばしばリンゴと
ミカンが合計されたり比較されたりしてい
る。従って、現在の状態ではしばしば水関
連状況について現実的な見方を示さない可
能性や、効率的な政策、プログラムおよび
プロジェクトの形成と実施に役立たない可
能性がある。将来の効率的な水に関する計
画と管理を確実にするためには、データの
利用可能度、質およびアクセスを大いに改
善する必要がある。

水管理のためのパートナーシップ
の構築

1990年代後半に一部の国際機関（ADBでは
ない）が強力にかつ一貫して、開発途上国
の主要な都市の給水・排水問題を解決する
万能薬として少数の多国籍企業の参加を奨
励した。既述のとおり、これらの企業は新
規投資、貧困層への接続、管理・実務の大
幅な改善といった面で期待されたサービス
供給をしないだろうということが2000年代
初頭までにはすでに一般的に認識されるよ
うになった。これらすべてとその他の利点
が、公共部門の公益事業管理によって一般

表3: 各国の給水および衛生施設サービスを受けている人口割合（%）

国 出典とデータ年 全体の
給水

都市の給水 地方の給水 全体の衛
生施設

都市の衛
生施設

地方の衛
生施設

カンボジ
ア

WHO/UNICEF (2004) 41 64 35 17 53 8
Ministry of Planning (2005) — 76 42 — 55 16

フィジー WHO/UNICEF (2004) 47 43 51 72 87 55
FAO (2002)a 70 — — — — —

スリラン
カ

WHO/UNICEF (2004) 79 98 74 91 98 89
ABDb (2000/1 data yr) 82 98 70 80 97 —
NWSDB (2005)c — 39.5 — — — —

ベトナム WHO/UNICEF (2004) 85 99 80 61 92 50
Viet Nam Govt. (2004)d 70 — 58 — — 41

FAO=国際連合食糧農業機関、UNISEF=国際連合児童基金、WHO=世界保健機関
a Gateway to Land and Water Information, University of South Pacific, Samoa - Fiji National report.
b Country Strategy and Program Update 2006–2008.
c National Water Supply and Drainage Board Annual Report (NWSDB) (2005) – 一部のキャンディやジャフナなどの一部の自治体を除く。
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明責任を完全に負うべきである。プノンペ
ン市水道公社はそのような独立した公的企
業パートナーの一つであり、プノンペン市
の給水に革命を起こした。その他のアジア
のDMCsに適用する可能性を考えて、この
種のモデルをさらに検討する必要がある。
Box 8はプノンペン市水道公社が日本政
府、ADB、フランス政府、世界銀行との調
和の取れたパートナーシップを構築するこ
とによってどのようにそのシステムを改善
したのかを示している。

企業パートナーは同様に、異なる国や
同じ国の異なる地域の民間企業または公的
企業であってもよい。しかし、公的企業、
民間企業のいずれであっても、同じ要件と
義務に従わなければならない。各都市はど
の企業モデルが自らの需要、機会および制
約に最も適しているかを選択し、先入観の
ある信念や隠された意図なしに決定するべ
きである。

第三のパートナーは市民社会であり、一
般的な法則として、貧弱で受け入れがたい水
準にある給水・排水サービスに対する現在の
感情的な反応からいったん離れる必要があ
る。消費者は給水・排水サービスを受けるこ
とに対して公正な価格を支払い、質の良いサ
ービスを要求するよう促される必要がある。
需要を押し上げるために、社会的なものと営

この三者関係における政府の任務に
は、三者が機能するための全体的な枠組み
の形成と、サービス供給者への規制制度の
公布が含まれる。これは、サービス水準の
決定、受益者の特定、サービスの範囲と受
益者の拡大に関して一定期間内に達成され
るべき進展を規定すること、水の価格づけ
とコスト回収に関する実行可能な政策の確
立、適切な建設基準の確保、契約の裁定お
よび管理や潜在的な衝突の解決のための透
明で強制力のある法的手続きの形成といっ
た課題を含む。

企業パートナーは公的企業でも民間企
業でもよい。もし公的企業であれば、それ
は独立した説明責任のある政府機関で、運
営上および財政上の自治を有し政治的・官
僚的干渉を受けないものでなければならな
い。実際に、アジアのDMCsの多くの水道
事業者は不必要な規則、規制、行政上の要
求、官僚と政治からの常時の干渉という「
過剰な荷物」を抱えているために、現在は
効率的に機能していない。既存の状態のま
ま、もし水道事業者がすべての人に効率的
かつ公平に信頼できる水準のサービスを持
続的に供給することができれば、それは
全く奇跡と言えるだろう。企業パートナ
ーの責任には、消費者の高い満足度が含
まれなければならず、消費者に対する説

地域の水と排水
の問題をコスト
効率的かつ公平
な方法で解決す
ることのできる
「今までと異な
る」新しいパラ
ダイムが必要と
されている。こ
のことは、政
府、企業（官ま
たは民の）、社
会の三つの異な
るパートナーか
ら成る、以前の
モデルとは異な
る新しい形のパ
ートナーシップ
の形成を必要と
するだろう

Box 8: 日本の水道事業者による非営利技術協力活動

出典: 国際協力機構（JICA）

ポルポト体制下と、その後10年以上の内戦で荒廃したカン
ボジアの水道サービスの修復プロセスは、1993年の国際協
力機構（JICA）によるマスタープランの策定から始まった。
プノンペン市水道公社（PPWSA）は、日本政府、アジア開
発銀行、フランス政府、世界銀行からの協調支援を受けて、
水道システムの能力を1993年の1日あたり65,000立方メート
ルから2003年の1日あたり235,000立方メートルにまで回復
した。

修復された施設の持続性を保証するためには、維持管理
（O&M）の能力開発が求められた。JICAはPPWSAの能力開
発を目的として2003年から2006年にかけて技術協力プロ
ジェクトを実施した。プロジェクトの目的は(1)水道施設の
O&M能力の改善、(2)カンボジアの水道システムの職員訓練

システムの改善であった。
北九州市と横浜市の水道事業者出身の技術者がPPWSA技

術者に現場で技術移転を行った。これらの活動は商業ベー
スではなく非営利ベースで行われ、JICAは交通費や設備費な
どの実際の必要コストのみを提供した。3年間の長期技術者
が3人と合計32人の短期技術者がプロジェクトに関わった。
PPWSAはプロジェクトの完了に伴って重要な高レベルの
O&M能力を得た。

カンボジアの地方都市の水道に関しては、修復工事と能
力開発は現在進行中である。PPWSAと鉱工業エネルギー省
は、水システムの管理に関する経験を地方に広めるためのメ
カニズムを準備している。

アジア水開発展望2007年版
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アジアの水の安全保障に関する新たな知見: IV. 未来への展望 

利目的の両方のマーケティング機会を探る必
要がある（Box 9）。責任ある市民社会組織
は、必要な改革を要求し、都市部の貧困層が
予期された便益を受けることを保証し、制度
が規定された水準のサービスを供給しない場
合には声高に批判できるように、社会的な力
をつけるべきである。 

GCSモデルは、適切に実行されればア
ジアの多くのDMCsで都市部の給水・排水
サービスを改善する潜在的な力を持ってい
る。また、このモデルは非常に柔軟であ
る。各都市はその特殊な社会的、経済的、
制度的および環境的条件と制約に最も適合
する独自のモデルを工夫することができ
る。既述のとおり、アジアのモンスーン地
域諸国から利用できる優れた取り組みモデ
ルの集団を徹底的に検討した後に、最終的
なモデルを選択し採用するべきである。

水質の改善

水質管理はアジアのDMCsでほとんど注意
を払われてこなかった問題である。その健
康上のコストと社会的な影響は現在ではか
なりのものだと思われる。アジア地域での
これらのコストと影響は注意深く評価され
てこなかったが、毎年の経済コストは何十
億ドルにも上る可能性が高い。もし現在の
傾向が続くならば、今後数年でコストは顕
著に増大する可能性が高い。 

水質管理のための制度上の責任は現在
はひどくバラバラである。同様に、多くの
制度は水質管理に適合しておらず、まして
や将来のより広範囲の問題への取り組みは
対象としていない。従って、法的および規
制の制度の形成と実施に関する大幅な改善
や、関連する行政および管理プロセスが透
明で汚職を伴わないことに加え、制度の強
化および再構築、制度間の協調、技術的、
行政的および管理的側面での能力開発が急
を要する要件である。 

経済的手法（一括課金、水利権、排出
権取引、汚染者負担原則、必要に応じたイ
ンセンティブなど）は地域が現在の水質状
況を改善するのに役立つが、経済的手法と

指揮管理システムの組み合わせは有益であ
る可能性が高い。 

水質汚濁の統制への投資に利用できた
従来の資金は、現在では大幅に不足してい
る。それに加えて、すべての利用できる資
金が効率的に用いられているわけではな
い。過去の無策が原因で水質管理に必要と
なっている大規模な追加的資金を考慮する
と、公共部門が必要なだけの投資資金を生
み出せる可能性は非常に低い。民間部門や
多国間または二国間機関から生み出される
資金は役立つだろうが、これさえも十分で
ない可能性が高い。資金メカニズムの新し
い形が必要であり、この資金は妥当な期
間、持続的に利用可能である必要がある。
日本の国際協力銀行が現在提供している期
間40年の融資などの長期の貸付を、その他
の資金援助機関も検討するべきである。 

アジアのDMCsの多くで現在水質が悪
化しているにもかかわらず、この問題は国

Box 9: 衛生施設のビジネスモデル

今日の衛生施設市場は、主に需要が声高でないことと個人および政治
家から重視されないために機能不全に陥っている。適切な技術に関す
る能力が低く、（無料で）利用できる大量生産向けの持続的な衛生施
設デザインがないために、効率的な衛生施設市場が生まれない。衛生
施設の技術と製品デザインについて開発のインセンティブが不足して
いる。26億人の潜在的購買者というすばらしい機会があるにもかかわ
らず、不十分な理解、集中的な需要の不足、そして分配経路が確立し
ていないために、ビジネスパーソンはいまだに低所得者向け衛生施設
市場に注目していない。 

この状況を改善するためには、低所得者向け衛生施設市場が社会投
資家にも営利投資家にとっても利益のある機会であることを示す必要
がある。最終的には人々が衛生施設を購入したくなるように仕向ける
必要がある。私たちはトイレのステータスシンボルとしての感情に訴
える魅力を過小評価してはならず、周囲からの働きかけによって貧困
層が衛生施設を要求するような傾向を作るために資金を供給する必要
がある。

水と衛生施設コミュニティの連携したアプローチ、優れた取り組み
の特定、革新、適切な市場インフラおよびあらゆる手段を用いた継続
的な価格の引き下げによって、製造者の大規模な供給を可能にする需
要を作り出すことができる。

出典：Sim, J., 世界トイレ協会理事兼創立者、シンガポール
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および地方レベルで受けるべき政治的優先
度と社会的注目を受けていない。政治的、
法的および制度的条件を含む全体的なガバ
ナンスは、しばしば新規投資を奨励しない
環境を生み出している。この状況は変わら
なければならない 。

水質管理は、単に排水処理施設の建設
と運営というよりもはるかに広範囲のもの
である。より包括的な視点が重要であり、
質を優先事項とする全国的な水に関する政
策の形成と施行、定期的な水質のモニタリ
ングと評価、適切で機能的な法的・制度的
枠組みの存在、すべてのレベルについてよ
く設計された能力開発プログラムなどの要
素を考慮するべきである。 

能力開発の拡大

能力開発は、アジアのDMCsにとって将来
の水の安全保障を確保するために重要な要
件である。残念ながら、能力開発に関する
誇張は近年よく耳にするにもかかわらず、
一国のニーズに特化した適切な能力開発
は、体系的かつ継続的には注目を集めてい
ない。試みはしばしばその場限りのもの
で、本当に効果が現れる優先分野に取り組
んでおらず、一般的に熱帯または亜熱帯の
アジアの条件よりもヨーロッパや北アメリ
カの温暖な気候条件に適した能力を増進し
てきた。それゆえ、これらのプログラムの
多くは取るに足らない種類の短期的な結果
のみを生み出して、解決策の一部にはなっ
てこなかった。

水専門家の教育・訓練プログラムは再
検討を要する。それらはしばしば学術的
で、問題解決または現実への適用を指向し
ていない。もし過去の問題よりも将来の問
題を解決しようとするのならば、学術プロ
グラムを再構築する必要がある。別の言い
方をすれば、能力開発に向けた現在の努力
の多くを徹底的に再検討する必要がある。 

これに関連して、水管理能力の形成に
向けた過去の日本の努力を振り返ることは
有益である。日本はインフラ開発に投資し
た1ドルのうち70セント近くを教育分野に投
資した。対照的に、インフラ開発への1ドル
の支出に対して、水分野の能力開発には約
7セントしか投資しなかった。アジア太平洋
地域は第四回世界水フォーラムで能力開発
への投資水準の拡大を勧告した。しかし、
世界フォーラムの常として勧告は過剰に提
示されて、そのうちの一部しか実行されな
い。能力開発に関する勧告はこの一般法則
を外れるものではなかった。しかし、国内
の水分野当局と外部支援機関の両者は能力
開発にはより高い優先順位をつけなければ
ならない。同様に、外部支援団体は彼らが
支持する能力開発活動が、先進国とは条件
の異なるアジアのDMCsの水管理を実質的に
改善するのに実際に役立つことを保証しな
ければならない。さらに、その結果は長期
にわたって持続可能でなければならない。

プノンペンのカンボジ
ア国民議会前で清潔な
水を飲む男性

アジア水開発展望2007年版
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アジアの水の安全保障に関する新たな知見: IV. 未来への展望 

未来に目を向けて 

既に述べたように、アジアのDMCsの将来
の水に関連する問題は、過去のものとは大
きく異なるものになる可能性が高い。歴史
的な知識は常に有用である一方で、将来の
水問題の解決には追加的な技能、革新的な
アプローチおよび新しい発想が必要であ
る。一国のエネルギー、食糧、環境および
産業政策は、いずれも水に密接な関連があ
るが、これらをうまく協調させることので
きる、より全体的なアプローチも必要とな
るだろう。各政策は他のものに影響を与え
て、同様に他の政策の影響を受ける。これ
らのすべての分野の政策は同様に人口変
動、技術、通信、グローバリゼーション、
自由貿易の進歩、増大する社会活動などの
外的な力によっても影響を受けるだろう。

これらのすべての要因はアジアの将来
の水管理を以前よりもはるかに複雑な課題
にするだろう。それは困難な挑戦になる
が、それらの問題を時宜にかなって解決す
るための知識、経験および技術はすでにア
ジアの、一つの地点ではなく地域全体に存
在しているのであるから、乗り越える必要
があり、また乗り越えることのできるもの
である。アジアのその他の地域が追従でき
るよう、すべての成功事例を特定して収集
する共同作業を実施する必要がある。

アジアのDMCsの水の将来がどのよう
に発展するかについて考えるとき、ウィリ
アム・シェイクスピアの不滅の言葉が思い
出される。

「悪いのは、ブルータス、運命ではな
く、我々自身なのだ、我々が上に上がれな
いのは。」

将来の水問題の解決には追加的な技能と能力、革新的なアプローチおよび新し
い発想が必要である。一国のエネルギー、食糧、環境および産業政策は、いず
れも水に密接な関連があるが、これらをうまく協調させることのできる、より
全体的なアプローチも必要となるだろう
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付録

IDWA: 飲料水適合度指標

AWDO 2007年版 は新しい飲料水適合度指
標（IDWA）を提案している。IDWAは最も
関連の高い変数に関する5つの構成要素指
標の平均であり、Bhanoji Raoの論文で全
体の説明を行っている。構成要素指標は次
のとおりである。(1)人口一人あたりの国内
の再生可能な淡水資源量(2)持続可能な「改
善された」水源への一般的なアクセスがあ
る人口の割合。これはミレニアム開発目標

（MDGs）のターゲット指標の一つである
(3)水を購入する一国の能力。近似尺度とし
て人口一人あたり国内総生産のドル購買力
平価（PPP$）を用いている(4)生活部門の
水使用量の人口一人あたり値を、基準値か
らの乖離で測ったもの(5)下痢性疾患による
10万人あたり死亡数を、水質の間接的な尺
度として用いたもの。IDWAは国際比較を
可能にするだけではなく、特定の国でどの
構成要素が弱く優先的に注目される必要が
あるかを明らかにするのにも役立つ。

指標の計算手法は水貧困指標（WPI）
の計算に用いられる手法と本質的に同じで
あり、これは人間開発指標（HDI）の計算
に何年も用いられてきた手法でもある。こ
の手法では、例えば国jの人口一人あたり
資源Rjといった変数について、次のように
割合を推計する。

国「j」の指標＝
[(Rj−Rmin)/(Rmax−Rmin)]×100

指標は23のアジア開発銀行（ADB）の開
発途上加盟国（DMCs）について2004年の 

飲料水適合度指標（IDWA）

アクセス

資源

質

利用能力

IDWA

アジア水開発展望2007年版
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付録: 飲料水適合度指標 

値を計算したものであり、44のDMCsの合計
人口の99%を網羅している。新しい指標の
利用とそこから読み取れるものを示すため
に、23のDMCsのIDWA値を表に示した。 

マレーシアと韓国を比較すると、後者
は相対的に水資源が不足しておりアクセス
も100%には遠い。水資源を購入および利
用する能力はマレーシアよりもはるかに高
いが、それが完全なアクセスに転換されて
おらず、そのためIDWAはわずかに低い。

-56 77 24 37 14

-7 88 37 31 2

-58 100 22 37 57

-52 83 72 26 49

-22 56 67 33 53

-31 75 87 25 32

0 49 88 36 21

-35 66 73 55 96

31 81 51 34 66

13 80 71 49 84

56 60 82 46 57

16 65 71 64 92

100 78 47 18 67

93 48 64 31 77

100 54 77 31 98

32 68 99 73 93

100 77 71 31 87

100 58 71 52 89

50 72 82 69 98

100 71 81 42 87

100 73 81 59 84

100 61 90 100 99

100 85 100 79 99Malaysia

Use Resource Access Capacity QualityIDWA

Korea, Rep of

Philippines

Vietnam

Kazakhstan

Azerbaijan

Kyrgyz Republic

Thailand

Uzbekistan

Turkmenistan

Tajikistan

China, P. Rep.

India

Indonesia

Mongolia

Sri Lanka

Pakistan

Nepal

Bangladesh

Myanmar

Papua New Guinea

Lao PDR

Cambodia

92

90

80

76

74

74

73

73

72

63

62

61

60

59

53

51

39

38

37

35

32

30

19

	 Malaysia	 92

	 Korea,	Rep.	Of	 90

	 Philippines	 80

	 Viet	Nam	 76

	 Kazakhstan	 74

	 Azerbaijan	 74

	 Kyrgyz	Republic	 73

	 Thailand	 73

	 Uzbekistan	 72

	 Turkmenistan	 63

	 Tajikistan	 62

	 PRC	 61

	 India	 60

	 Indonesia	 59

	 Mongolia	 53

	 Sri	Lanka	 51

	 Pakistan	 39

	 Nepal	 38

	 Bangladesh	 37

	 Myanmar	 35

	 Papua	New	Guinea	 32

	 Lao	PDR	 30

	 Cambodia	 19

中国とインドのIDWAはほぼ同値であ
るが、いくつかの構成要素の違いが目に付
く。中国は経済的能力が高いにもかかわら
ず、アクセスが劣る。利用は限定的だが、
質は高い。インドはアクセスが優れており
利用度も高いが質が低い。

バングラデシュとミャンマーはIDWA値
が低く、二国はそれぞれ19番目と20番目の
位置を占めている。両国とも特に利用につ
いて劣っており、その水準は基準よりもか

Ranking based on IDWA

IDWA Use Resource Access Capacity Quality
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なり低い。ミャンマーは相対的に資源の水
準が高く、そのためにアクセスも相対的に
高い水準に持ち上がっている。しかしこの
国は購買力と質の面で劣っている。

1. 国内の再生可能な水資源（IRWR）は、年平均の河川水量と、内生的（国内の）降水による地下水（帯水
層）の涵養から成っている。国境の外で発生する自然流入量は含まれていない。人口一人あたりIRWRの推
計は世界銀行のWDI2006を出典とした2004年の値である。

注

カンボジアは資源の水準が相当高いに
もかかわらず、IDWA値が最も低い。この
国はその他すべての構成要素を引き上げる
ために「投資」を拡大する必要がある。

アジア水開発展望2007年版



41

資料1: 国別報告書要旨 

資料1

国別報告書要旨

「アジア水開発展望（AWDO）2007年版」
の国別報告書は、12カ国について簡潔な
概要を提示しており、水分野の状況とパフ
ォーマンス、取り組むべき鍵となる問題お
よび課題、未来への展望の示唆を扱ってい
る。各国のデータと背景情報は主として公
開されている刊行データから得ており、追
加的なデータ収集と分析は今回の文献調査
の範囲外とした。国別報告書の目標の達成
は、現在の状況および詳細な将来の計画に
関するデータおよび出版された情報の利用
が限られていることで制約を受けている。

国別報告書の限界の一部は、将来の改
定の可能性を含めてBox A1.1で議論されて
いる。

AWDO 2007の主要な目的の一つは、
MDGのターゲットを2015年までに達成す
るためには、国の指導者と主要な政策立案
者の注目を水分野への投資拡大の必要に向
けさせることである。一部の国は前向きな
進歩を遂げた一方で、一部の国は図A1.1に
明らかなように劇的な改善を必要として
いる。図中の11カ国について、目標のほ
ぼ半数が2015年までには達成できないの
である！

Box A1.1: 国別報告書の限界と将来の発展の選択肢

国別報告書は公開されている資料と情報に関する文献検索をもとに
作成されている。
原資料の利用可能度の問題により、参考資料やデータが異なる日付
を参照している。正式でなかったり同一の定義にもとづいていない
可能性のある最新のデータを用いるよりも、例えばミレニアム開発
目標の進捗データを用いるなどして、一貫性を持たせることが優先
される。
主要な焦点は水の供給と衛生施設（WSS）であり、水資源とその他
の分野については概要のみを取り上げている。将来の版はWSSデー
タを更新し、水資源、灌漑、保全、汚染規制などを焦点にすること
が考えられる。 
水関連施設、特に衛生施設と排水処理に関するものと、提案される
将来の投資についてより包括的なデータが必要である。すなわち、
目標の達成にはいくら必要なのか？それは国内総生産のどの程度の
割合に当たるのか？現在割り当てられているのはどれだけか？その
格差はどのように埋められるのか？投資あたりの収益を最も高める
のは何か？

•

•

•

•

MDGsはそれ自体を終点だと考えてはなら
ない。水目標の一つ以上をすでに達成した国で
あっても、例えば1990年にサービスを受けて
いない人口の残りの半数に対するサービス供
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給やMDGのより厳格な定義といった、次
の段階に注目する必要がある。MDGの進
捗として報告されるものに、時として大き
なばらつきがあるのは、何が改善された水
の供給または改善された衛生施設を構成す
るのかに関する解釈の違いと混乱を示して
いる。例えば、改善された水の供給は蛇口
に良質の水を提供することでなければなら
ず、改善された衛生施設は効率的な水廃棄
と排水処理を含まなければならない。

12の国別報告書の多くで描かれた現実
は、改善された施設から運ばれる水は標準
以下かもしれず、下水は処理されていない
ということである。また、目標の定義と進
捗のモニタリングをパーセンテージの形式
で行うためには、非常に優れた基礎データ
とデータ収集の十分な継続が必要であるか
ら、これが適切かどうかも疑問である。パ
ーセンテージは、地方のMDG指標から都市
の指標へと人が動くだけの都市・地方間の

人口移動に加えて、人口全体やサービスを
受けるまたは受けない人口割合の増加を考
慮したとき、指標としては適切でない。現
在のMDG目標の定義は改善した衛生施設か
ら排出される排水の処理など、すべての必
要な量的および質的な介入をカバーしてい
ないため、現行のMDG達成状況は真の実態
を過剰推計している可能性が非常に高い。

国別報告書から得られる主な課題（と
その解決策）の一部はBox A1.2に列挙され
ている。

国別報告書からの主要なメッセージは
次のとおりである。

● より質の高く包括的なデータが、特に
水道事業者から得られるものが必要で
ある。

● 政策の立案が問題なのではない。必要
なのは既存の政策と立法の施行および
強制である。これは、説明責任と強力

図A1.1: MDGターゲットの達成状況とIDWA値

国 都市の給水 
(%)

地方の給水 
(%)

都市の衛生
施設 (%)

地方の衛生
施設(%)

IDWA値

バングラデシュ 82 72 51 35 37

カンボジア 64 35 53 8 19
中国 93 67 69 28 61
フィジー 43 51 87 55 n/a
インド 95 83 59 22 60
インドネシア 87 69 73 40 59
カザフスタン 97 73 87 52 74
パキスタン 96 89 92 41 39
フィリピン 87 82 80 59 80
サモア 90 87 100 100 n/a
スリランカ 98 74 98 89 51
ベトナム 99 80 92 50 76

色調 ターゲット達成
済

2015年に向けて
順調

軌道を外れてターゲッ
ト達成は2015年以降

軌道を外れて
退行中

IDWA=飲料水適合度指標、MDG=ミレニアム開発目標
WHOとUNICEFの刊行データによる2004年の値。これらは各国で利用可能な最新のデータではないが、パフォーマンス比較
に一貫性がある。各国のデータは異なる定義を用いていたり、過剰に楽観的な査定を行っている可能性がある。カンボジ
アについては、改善された施設と都市・地方の定義が1990年以降に変更されたため、MDGターゲットに関する1990年から
2004年までの進捗を直接比較することはできない。

アジア水開発展望2007年版
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資料1: 国別報告書要旨 

な規制および監視体制があるべき場所
に存在するときにのみ達成できる。

● 多くの政府は水分野、特に衛生施設へ
の投資を劇的に拡大する必要がある。
一般的な指針として、国内総生産の最
低1%を水分野に支出することを目標と
するべきである。

Box A1.2: 各国の共通問題（といくつかの解決策）

責任を明確化しないまま当該分
野に過剰なプレイヤーが存在す
る

分野の簡素化と改革

政策、法令および規制の不適切
な施行

民間または公共部門にかかわら
ず、執行を強化し人々に説明責
任を負わせる

不十分な水資源管理 集水域で長期間、例えば20年間
の統合水資源管理を実施する

水資源の非効率な利用 不十分な灌漑活動を改善する

森林伐採、鉱山廃水、未処理の
都市廃水と工業廃水、農業肥料
や殺虫剤の流出、塩分を含んだ
灌漑排水による水資源汚染

汚染規制手段の強化

普及率が相当なところであって
もサービス水準が低いこと

サービス供給時間の拡大、水道
水の質の改善など

水道の接続料が高く、都市部の
貧困層のアクセスを妨げている

接続料を無料にしてコストを水
道料金から回収する

水道料金が低く、持続的な真の
サービスコストを反映していな
い

少なくともまず運営維持コスト
を回収する

都市排水と工業廃水の処理の程
度が低い

より多くの処理施設を建設し、
稼働のパフォーマンスを改善す
る

一部の部局や事業で制度的およ
び管理能力に限界がある

制度的および人的資源能力の向
上

利害の衝突、すなわち、地方政
府が水道料金を設定し事業を所
有する場合

独立したまたは評判の良い監督
機関の設置

水分野の不十分な統治 政治的介入の排除、特定目的の
事業収入の利用などにより水道
事業者を自立させる

消費者が水の「真の」価値と欠
乏に気づいていない

意識改革、教育、社会の意識を
高める運動を行う
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I. アジアの飲料水と衛生施設へのア
クセス：指標と影響（Bhanoji Rao）

当該分野の既存の指標の不適切さについて
議論し、新たに開発した尺度である飲料水
適合度指標（IWDA）と23カ国についての
算定値を解説している。飲料水に関するこ
の合成指標は、アクセス、能力、質、資
源、利用の5つの構成要素の平均である。
それぞれの構成要素は政策、プログラムお
よびプロジェクト行動の指針として用いる
ことができる。水に関するIDWAは、ミレ
ニアム開発目標のターゲットの微調整に用
いたり、データの利用可能度次第では、水
や衛生施設に関するその他のパラメータを
含むように拡張することができる。多くの
国のデータが正確さと一貫性を欠いている
ことが現在の障害となっている。

II. 変わるアジアの水資源と開発 
(Olli Varis）

この論文は水に関連する主要な分野間問題
の概要を提示している。それらは具体的に

は人口増加および高齢化、開発途上国の経
済的・社会的変化、エネルギー、食料生
産、環境、気候の変動および変化に関連す
る問題である。食料需要の増大によって、
土地と水のより効率的な利用が必要となる
だろう。水資源と環境が貧困層によってこ
れ以上悪化するのを食い止めるために、貧
困削減努力が重要となるだろう。アジアの
多くの地域では地域人口の大半が越境河川
流域に住んでいるため、河川や帯水層の共
同管理が決定的に重要である。

III. アジアの開発途上国における水
資源開発および管理の近年の進展
(Geoff Wright）

水資源開発および管理は、アジアの異なる
国で異なるアプローチを用いることで進展
してきている。成功したマネジメントに共
通に含まれる特徴とは、安定かつ強力な制
度的枠組み、機関間のハイレベルの連携と
協調、適切な場所での戦略的かつ総合的計
画、株主とコミュニティの効果的な参加、
信頼性のある包括的なデータおよび情報と

資料2

ディスカッションペーパーの注釈付き
一覧

アジア水開発展望2007年版
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資料2: ディスカッションペーパーの注釈付き一覧

意志決定支援手段が利用できることであ
る。多くの国で鍵となる制度的改革の一つ
は、水資源に対処するための全国レベルの
諮問調整機関の設立である。民間部門と消
費者コミュニティの役割の拡大も同様に促
進されるべきである。 

IV. アジアの水供給と衛生施設に関
する問題（Arthur McIntosh）

人間の基本的要求として清潔な水の十分さ
が重要になってきている。このため最も差
し迫った分野別課題は、水質と汚染、水保
全、水と需要側の管理という資源に関係す
るものである。論文では水質と汚染の問
題、水保全、需要管理への解決策を提示し
ている。また、貧困層の水道への接続の障
害を説明し、接続に関する選択肢を評価し
ている。その他の火急の課題は域内の一部
で行われている屋外排泄であり、これに対
してはコミュニティ主導の総合的な衛生努

力が非常に効果的であった。著者は、ガバ
ナンスとサービス水準および質の改善を通
じて、これらとその他多くの重要な分野
別課題に取り組むことができると述べて
いる。 

V. 統合的水資源管理：再評価  
(Asit Biswas）

統合的水資源管理（IWRM）の概念は60年
ほど前から存在し、1990年代に「再発見」
された。この概念は魅力的に見えるが、子
細に分析すると、特に大規模プロジェクト
については概念と利用の両方の面で多くの
問題があることが明らかになる。実際に、
水資源管理のどの側面が、どのように、誰
によって統合されるべきか、さらには広範
囲の統合は可能なのかといった本質的な問
題についての合意はない。著者は、現実世
界ではこの概念の実行は甚だしく難しいと
結論づけている。
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Rosarioの諸氏はAWDO メディア戦略に対
するコメントを与えてくれた。Ma. Priscila 
del Rosario、Cynthia Hidalgo、Muriel 
Ordoñezの諸氏は出版と印刷に関するア
ドバイスを与えてくれた。Yun Sameanは
報告書の表紙の写真を提供してくれた。
Richard Abrina、Stephen Blaik、Paul Van 
Im、Hoang Nhat Po、Raza Farrukh、
Md. Rafiqul Islam、Ayumi Konishi、
Raikhan Sabirova、Antonio de Vera、
Ramon Alikpala、Kalinga Seneviratne、
Eric Sales、Ian Gill、Paul Del Rosario、
Yun Sameanは報告書内部の写真を提供し
てくれた。Prof. Maria Mercedes Roblesは
Experts’ Consultation Meeting中のメディア
イベントの司会を務めてくれた。Narciso 
Prudenteは各国の水分野の概要、重要なパ
フォーマンス指標および重要課題について
技術的なインプットを提供してくれた。こ
れらの方々に特にお礼を申し上げたい。
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アジア水開発展望（AWDO）2007年版
AWDO は、アジア太平洋地域の将来の開発シナリオの中で水の重要性がますます高まってい
ることを背景に、アジア開発銀行（ADB）が委託した新しい出版物です。近年、ADBの開発
途上加盟国において水は着実に最重要の国家的議題に引き上げられてきています。水は人類
と生態系の存続に不可欠な条件なので、これは望ましい進展と言えるでしょう。それに加え
て、水は多くの開発ニーズにとっても重要な要素です。十分な量と質の水がなければ、各国
の食料、エネルギーおよび環境の安全保障を確保することはできないでしょう。

AWDO の対象はアジア太平洋地域の指導者および政策決定者と、現在と将来の水問題の
複雑さと局面を理解すること、そして政策面でこれらにどのようにうまく取り組むことがで
きるかに関心のある人々です。その主な目的は、水関連問題への意識を高めることと、アジ
アの水の将来を管理する最良の方策に関して情報にもとづいた議論を刺激することです。こ
れらは重要で複雑な問題で、それらを時宜にかなって管理することで、水関連のミレニアム
開発目標のすべての達成とそれ以上のものに貢献することができます。 

AWDO 2007 は、ADBが世界で最も人口の多い地域で起こり得る水の将来について前向
きな評価を行った最初の成果物です。水は世界中で主要な深刻な資源問題になる可能性が高
く、アジアの社会、経済および環境の将来は、この資源が近い将来にどのように効率的かつ
公平に管理されるかにかかっていると、現在ますます認識されるようになっています。

アジア開発銀行について
ADBはアジア太平洋地域の人々の、特に一日2ドル未満で暮らす約19億人にも上る人々の厚生
を改善することを目標としています。多くのサクセス・ストーリーがあるにもかかわらず、
世界の貧困人口の約3分の2の人々が依然としてこの地域に暮らしています。ADBは域内48カ
国および域外19カ国、計67カ国が加盟する国際開発金融機関です。ADBのビジョンは貧困の
ない地域です。その使命は、開発途上加盟国による貧困削減および国民の生活の質の改善を
支援することです。 ADBが開発途上加盟国を支援する主な手段は政策対話、貸付、出資、保
証、無償援助および技術援助です。ADBの通常の年間貸付金額はおよそ60億ドル、技術援助
の総額はおよそ1億8000万ドルに上ります。

 ADBは本部をフィリピンのマニラに置き、世界中に26の事務所を有し、50カ国以上から
集まった2,000人以上の職員が働いています。

アジア・太平洋水フォーラムについて
アジア・太平洋水フォーラム（APWF）は、水資源管理をアジア太平洋地域の社会経済的発展
プロセスに効果的に統合するプロセスを加速するために、域内の国および組織に共通のプラ
ットフォームと意見を提供しています。APWFは独立、非営利、党派および政治に中立なネッ
トワークです。

APWFの目標は、地域の多様性と、水を人類の存続に欠かせないものとして扱ってきた豊
富な経験の歴史を十分に活用することで、アジア太平洋のMDGsのターゲットを達成するた
めに、持続可能な水管理に貢献することです。APWFは特に、地域レベルと地域を超えた範囲
で水分野の投資を高め、能力を構築し、協力を強化する取り組みの支持を求めています。

アジア開発銀行
6 ADB Avenue, Mandaluyong City
1550 Metro Manila, Philippines
www.adb.org/water 

アジア・太平洋水フォーラム
事務局：日本水フォーラム（JWF）
〒102-0083 東京都千代田区麹町1-8-1 
半蔵門MK ビル6階
Tel +81 3 5212 1645
Fax +81 3 5212 1649
office@apwf.org
www.apwf.org/
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