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Ⅰ　問題関心
　21世紀は、石油戦争の時代から、人類が「水」をめぐっ
て争う水戦争の時代へ転換したと言われて久しい（バーロ
ウ，クラーク 2003）。わたしたちの日常生活に欠かすこと
のできない水が「資源」として再発見されてゆく過程で、
ローカルな水は新たな文脈で再定位されている。
　本論文は、グローバル企業と結びついた開発援助がなさ
れる現場において、中国西部の天水（雨水）を活用したロー
カルな水利用のしくみがどのように変化しているのかを明
らかにする。これを明らかにすることを通じて、国家開発
をめぐる力関係がローカルな生活の論理を再編してゆく過
程を提示する。
　本論文で用いるデータは、天水を活用した母親水がめプ
ロジェクトのモデル地区となっている中国甘粛省東部の村
落において、2008年6月から2009年8月にかけて断続的に
行ったフィールドワークの成果に基づく。
　中国西部は、黄土高原地帯に位置しており、国内でも水
不足がもっとも深刻な地域である。1,300万もの人々が飲
用水を確保することが困難な状況に置かれている１）。中国
西部は貧困人口を多く有するが、なかでも甘粛省は貧困人
口の占める割合がもっとも高い地域の一つであり、とりわ
け甘粛省東部に貧困人口が集中している２）。中国では、水
問題が貧困問題と結びつけられて、水利扶貧プロジェクト
が実施されており、母親水がめプロジェクトにおいても、
貧困家庭への援助という側面を有している。なかでも甘粛
省は、近年、水資源開発の拠点として位置づけられ、世帯

レベルでの天水や地下水を活用した水がめプロジェクトが
大々的に実施されている。
　甘粛省は多民族混住地帯であるが、調査村落は、おもに
漢族および回族が暮らす地域である。甘粛省東部では、グ
ローバル企業のペプシ基金から大規模な支援を受けて、母
親水がめプロジェクトが大々的に実施されている。調査対
象地であるＢ市は、甘粛省東部の山間部に位置し、母親水
がめプロジェクト基金の最初の受益者である。
　Ｂ市の北東部に位置し、寧夏回族自治区と接する J 郷は、
四つの行政村からなり、39の生産合作社を有する。人口は、
7,495人、1,870戸である（2008年現在）。おもにトウモロコ
シを栽培しているが、現金収入としてはクコの実を栽培し
て生計を立てている。藁と土をこねて作った土窖（土造り
の水がめ）がたくさん作られており、天水によって生活用
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水や農業用水を確保している。
　Ｂ市では、2000年以降、国家開発政策である西部大開
発戦略に対応して、水資源の保全、砂漠化の防止、水土流
失の防止および生態環境の復元・保全を促進するプロジェ
クトに取り組んでいる。

Ⅱ　中国西部における水問題

１　水問題と法制度の整備
　中国は、南部に洪水常襲地帯、北部は乾燥地帯３）という
まったく異なる自然環境を有し、隣り合う村落であっても
多様な自然環境のもと暮らしを成り立たせている。中国に
おける水問題は、洪水や渇水という水量の過剰／不足の問
題にとどまらず、「水土流失」と呼ばれる土壌の喪失と不可
分である。たとえば2005年末までに、甘粛省の水土流失
面積は1,361万 ha にもおよび、そのうち現状回復のため
に整備された面積は775万 ha にとどまる。整備面積のうち、
棚田を主とする「三田」建設の面積は198万 ha を占めるの
みである（甘粛省水土保持統計資料）。黄土高原からなる甘
粛省の農地は、毎年、水土流失により、多くの表土が奪わ
れ、そのうち約半数しか整備されていないことがわかる。
　水土流失問題が深刻な中国西部地域は、歴史的に多くの
大型水利プロジェクトを実施してきた地域のひとつでもあ
る４）。1950年代に南水北調プロジェクトが構想され、数十
年に及ぶ研究の末、長江の上流・中流・下流に分けて、そ
れぞれ西線・中線・東線の三本の調水線路を通じて、長江・
黄河・淮河・海河の四大河川を結びつける「四横三縦」方
式を採用した（任 2012 : 272-279）。これは2000年以降、西
部大開発戦略において具体的に着手されている。
　中国では、1970年代から黄河の流水がなくなる「断流」
現象がたびたび発生するようになった。取水量のピークが
1980年代だったにもかかわらず、1990年代前後に断流が
頻発し、1997年には断流日数が226日間（年間日数の62%
に相当）、断流区間は700㎞を超える規模に至り、華北平
原へ黄河の河川水がほとんど流れ込んでこなくなってしま
う（福嶌 2008 : 2-3）。
　こうした環境変化に対応するために、中国では、日本の
河川法を参考に水法の制定・改正に取り組みはじめる。中
国は、「最も早くから環境アセスメント制度を実施した発
展途上国の一つである。1970年代中期、環境アセスメン
トの概念が、中国に導入されはじめた。中国において国家
レベルで本格的な環境対策への取り組みが始まったのは、
1973年の第１回全国環境保護会議の開催がきっかけであ
る」（色音 2009 : 165）。さらに、1982年に改正された現憲
法においては、自然資源保護や文化遺産保全に関する国家
の責務が明確にされ、行政組織が改変され権限の強化や充
実が図られた５）（色音 2009 : 166）。
　水利に関する基本法として1988年に「中華人民共和国水
法」が成立したが、水法の内容が水資源の開発や利用に偏

重していたため、水質汚染防止や生態環境保護の内容が法
制度に反映されていなかった６）。その後、水環境を取り巻
く状況の変化や環境法制度の整備に応じて、2002年に制
定された「新水法」では、水資源が国家所有に属すること
を規定し、国務院が国家を代表して権利を行使し、全国の
水資源を統一的に管理するとともに監督する権限を国務院
に与えた。河川水の利用権を省から国家管理に移し、灌漑
農地における水利用の効率化を図らせ、違反に対して罰則
規定が加えられた。
　新水法によって、取水量の総量だけでなく、その季節的
な配分も含めて、黄河水利委員会と関係各省の取り決めが
なされて以降、断流は発生していないとされる（福嶌 2008: 
8）。ただし、農村で集団的に管理してきた水利施設や用水
については、新水法においても従来通り、集団的利用に属
するものとして、取水許可制度を通じて取水権を獲得する
ことを規定した７）。さらに、新水法では、流域管理機構の
職責を明確にし、流域を統一的に管理するための法的地位
を強化した（任 2012 : 368-369）。

２　中国西部における水問題と貧困問題
　中国における新水法の制定によって、水利権の問題だけ
でなく、環境問題として水問題が再定位されるようになっ
た。しかし、水問題は、法制度を整備すれば解決するとい
うものではない。水問題は、それぞれの地域固有の社会的・
文化的背景を有している。とりわけ中国では、水問題は、
国内の地域間格差や貧困問題と切り離すことはできない。
　改革開放政策以降、沿岸部と内陸部、都市と農山村にお
ける地域間／地域内格差が拡大していることは周知の事実
である。中央政府は、水利扶貧政策を通じて、水利を中心
とする農地開発を実施することが、貧困脱出の非常に重要
なルートになると位置づけ、社会的格差を解消するために
開発事業を推進してきた。
　中国に存在する大型水力発電基地12か所のうち、西部
地区には 9か所も開発されている。さらに中国が実施して
いる持続可能な発展や西部大開発戦略および全国電力シス
テム・ネットワークを形成する上で、西部は非常に重要な
位置を占めている（任 2012 : 300）。
　1980年代以降は、流域治水事業や総合開発プロジェク
トが、貧困対策に組み込まれるようになった。こうした政
策転換の背景には、農山村の貧困が、水資源の過剰利用や
環境汚染問題とつながっているという認識の変化がある。
農村において地表水の減少、地下水の大量取水、水資源の
汚染問題が表面化しており、農業灌漑用水の地下水への依
存度がますます高まっていることが指摘されている（李強
ほか 2005 : 74）。
　たとえば、李強らが行った農村調査によると、1970年
代以前には、わずか3.8% の農家が井戸水の機械揚水灌漑
を行っていたにすぎないが、1977年になると、その割合
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が12.2% に上昇し、2000年には調査集落の42.7% が、お
もに井戸水の機械揚水灌漑を行っていた（李強ほか 2005：
74）。1975年から2000年の間に、機械揚水設備の数は1.8
倍に増加し、井戸の水位が17.5m から32.5m へと急激に
低下し、毎年平均0.7m も地下水位が低下しており、年々、
低下速度が加速していることが報告されている（李強ほか 
2005：75）。
　2000年以降、中国では、拡大する地域間格差に対応す
るため、西部大開発戦略を国家開発として位置づけ、歴史
的に類を見ない巨大国家開発プロジェクトを実施している。
たとえば甘粛省黒河流域における生態建設プロジェクト
が、国家開発の重点開発地区に位置づけられるなど、環境
保全に配慮した水資源開発においても西部地区の果たす役
割は大きい。
　甘粛省の黒河流域では、農業による過剰な水資源の開発
により、１）地下水の過剰利用（機械ポンプによる大量取
水）、２）黒河中・下流の水量減少、３）水資源の過剰利用、４）
地表水の過剰利用の四つの面において突出した影響を受け
ていることが指摘されている８）（色音ほか 2008 : 3）。
　また、内モンゴル自治区の阿拉善（アラシャン）地区にお
ける生態環境の悪化と社会文化の変遷に関する研究も蓄積
されている（劉，高主編 2007）。水資源の不足や水利施設
の不備、開墾面積の増大による水不足という量的問題に加
えて、化学肥料の大量使用による水質汚染や工業化の進展
によって、とくに下流地域における水環境問題が深刻化し
ている。

Ⅲ　母親水がめプロジェクトの展開

１　プロジェクト発足の経緯
　近年、中央政府が推進する西部大開発を通じて、石油や天
然ガスなどの天然資源が開発されているが、それらの開発
権／所有権は中央政府に属しているため、地方政府や地域
住民が資源開発の恩恵をほとんど受けることができないで
いるのが現状である。
　西部大開発が、おもにインフラ整備や資源開発に重点を
置いている一方、ローカルな人々の暮らしの向上のための
ソフトな政策の開発が遅れている。そこで、農村の貧困の
源泉とされている水問題に対応するために、母親水がめプ
ロジェクトが西部大開発に対応して着手された。
　全国婦女聯合会、北京市、中央テレビ局が共同で、2000
年８月に「中国婦女発展基金会」を組織し、「大地の愛・母
親水がめ」（中国語では「大地之爱・母亲水窖」）世紀愛心活
動を、大々的に展開した。中国西部の貧困家庭を中心に援
助して、極度の水不足状態にある地域で暮らす人々の水問
題を緩和することが目指された。
　母親水がめプロジェクトの基金を支えているグローバル
企業のペプシコ（PepsiCo）は、まず1,870万元（約３億1,790
万円）の資金を援助し、中西部の農村にて多くの水がめを

建設した。ペプシコは、2011年に、さらに500万ドル（約
４億9,000万円）を寄付し、中西部の農山村の学校にて安全
な水を確保できるよう支援を続けている。ほかにもスター
バックスやザイレム（xylem）といったグローバル企業が母
親水がめプロジェクトに参画している９）。
　また、ペプシ基金などグローバル企業のほかにも、中国
国内の企業や個人による支援や他の募金活動も含めて多く
の援助資金が本プロジェクトに投入された。

２　母親水がめ建設の展開過程
　中国西部では、古来、地面に穴を掘って貯水する水がめ

（天水を溜める集雨施設）を作る技法が、世代を超えて継承
されてきた。母親水がめプロジェクトは、このローカルな
技法を、近代的技術と結合させたものである。具体的には、
地下にセメントで固められた貯水槽を建設し、その上に、
従来の黄土で固めた囲いを作り、母親水がめプロジェクト
であることを示すセメント製の蓋を取り付ける。これによ
り従来の数倍の水量を蓄えることができる。
　地域で受け継がれてきた土造りの手掘りの水がめは約
10年程度の耐久性を有するにすぎなかったが、セメント製
の水がめは約２倍の耐久性を有し、20年以上も使用する
ことが可能とされる。また貯水タンクにろ過フィルターを
取り付けることにより、黄土によって水が白濁したり不純
物が混在したりすることもなくなった。これらは水量を確
保するという目的にくわえて、安全で衛生的な水を確保す
るという水質保全の観点からの対策でもある。プロジェク
トの実施状況は、表１に示した通りである。
　2001年〜 2007年にかけて、7万7,610もの水がめが建設
され、1,057の工程が実施された。甘粛省における母親水
がめプロジェクトの年次推移は表２に示した。甘粛省は、
建設した水がめ数と受益人口が最も多く、近年では、学校
など公共施設でもプロジェクトが実施されるようになって
いる。
　これらプロジェクトの実施にかかった経費として、中国
婦女発展基金会は、第１期パイロット・プロジェクト（2001

図２　建設された母親水がめ
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年2〜 9月）で西部10省に1,025万元（約1億7,425万円）の
資金を投じ、第２期パイロット・プロジェクト（2001年9
月〜 2002年7月）では、西部12省および西部政策の対象と
なっている中部の省や少数民族自治区3地区にて、4,793.7
万元（約８億1,493万円）の資金を投じた。
　母親水がめプロジェクトは、2012年末時点で、西部地域
を主とする24の省区市にて実施された。基金会は、これま
でに合計６億元（約90億円）を投資し、13万か所の集雨水が
めを建設した。また、小型集中給水プロジェクトを1,500
か所にて実施している10）。本プロジェクトによる直接的な
受益人口は190万人を上回るほど大規模なものである。
　甘粛省の水がめプロジェクトに係る経費は、2001年３

月〜 2008年４月で、累積資金3,683万元（約6億2,611万円）
にも上る。竣工した地域は13市・州、72県・市・区、163
の郷・鎮、295の行政村で、合計2万9,451か所の水がめ（集
雨施設）を建設し、小型水利プロジェクト 54か所、23万人
の生産・生活用水問題や家畜の飲用水問題の解決に貢献し
たとされる。
　母親水がめを一つ建設するには約2,000元（約3万4,000円）
が必要となり、地域住民の負担では到底賄うことができな
いので、グローバル企業や国内企業からの寄付金や地方政
府の補助金を大量に投入しつつ、自己負担金や当事者たち
の労働力を拠出することによって、各家に一つずつ母親水
がめが建設された。母親水がめの建設がローカルな暮らし
の場において、どのような変化をもたらしたのかを次節で
見ていきたい。

Ⅳ　水がめ建設によるローカルな暮らしの変化
　母親水がめが建設されるまで、甘粛省東部の農山村では、

「一生のうち風呂に入れるのは三度だけ」と言われてきた。
出産、結婚、葬式の三度であり、入浴は、人生の節目とな
るライフイベントに限定されていた。近年は、都市部にて
温泉施設が建設されているため、以前より気軽に入浴を楽
しむことができるが、それでも入浴は数年に一度の楽しみ
とされるほど貴重である。
　日常的な水利用においては、たらい一杯の水を、家族全
員の洗顔、歯磨き、足洗い用の水として徹底的に使い回し
て利用している。使った後の水も捨てずに、台所のカマド
を磨いたり、黄砂の舞う床を洗い流したりするために使い、
一滴の水も無駄にすることはない。汚れの少ない水であれ
ば、牛や豚など家畜の飲み水として使い回すことさえある。
　大雨が降った後は、井戸の水が白濁してしまい飲み水と
して使用できないため、井戸水を水がめに数日溜めて黄土
を沈殿させてから飲むか、近所の人たちに「もらい水」を
して、相互扶助によって水不足に対応する。
　しかし、水がめが建設されてから、地域の人々の水との
かかわり方に変化が見られるようになった。たとえば、こ
れまで夏場であっても洗髪や体を拭くための水を我慢して
いたが、今では３日に一度の洗髪は当たり前になってきて
おり、洗濯の回数も増え、徹底した使い回しの水利用がな
されなくなりつつある。使用可能な水量は限られているの
に、ライフスタイルの変化にともなって、水使用量が逆に
増加するという矛盾が生じており、日常的な水不足は解消
されないままである。
　さらに重要な問題は、母親水がめプロジェクトが、地下
水を利用しているわけではなく、天水（雨水）にのみ依存し
ているという事実である。とくに冬から春先にかけては、
ほとんど降水がないため、水がめに貯水することができず
水不足が深刻となる。水循環の断絶は、ただちに水がめの
貯水量の減少を引き起こし、その影響は、人々の暮らしに

表１　中国における母親水がめプロジェクト実施状況
　　　（2001～ 2007年）

地区 水がめ数 工程数 受益人口（人）
1 北京 5 5 1,865
2 天津 0 1 16,761
3 内蒙古 3,855 159 101,444
4 吉林 20 3 1,024
5 湖北 350 5 16,827
6 湖南 0 1 7,983
7 広西 2,321 228 87,249
8 海南 0 1 1,068
9 重慶 0 86 80,101

10 四川 9,275 293 102,218
11 貴州 8,295 142 119,449
12 雲南 18,526 65 97,367
13 西蔵 445 10 24,143
14 陝西 5,120 10 32,740
15 甘粛 22,397 33 164,836
16 青海 6,000 9 44,101
17 新疆 1 6 28,893

出典：母亲水窖ホームページ「項目成果」のデータをもとに筆者作成
http://www.mothercellar.cn/html/mothercellar/folder/145052-1.htm
注１　記載のない地域は、ホームページに概況データがなかったため省略した。 
注２　天津・海南・重慶は、母親水がめプロジェクトのうち集中給水工程と
して実施され、小規模ダムと溜池の建設および水道管敷設を行ったため、水
がめは建設されていないので水がめ数が「0」と記載されている。
注３　工程数は、プロジェクトの数を示す。

表2　甘粛省における母親水がめプロジェクト数の推移
　　　（2001～ 2007年）

年
実施状況 受益状況

水がめ数 工程数 人口（人）
2001 1,766 0 8,640
2002 9,840 2 55,124
2003 3,922 10 38,423
2004 940 8 12,923
2005 501 4 6,476
2006 603 3 6,302
2007 4,825 6 36,948
合計 22,397 33 164,836

出典：母亲水窖ホームページ「項目成果」（甘粛）
http://www.mothercellar.cn/html/mothercellar/report/123422-1.htm
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直接、跳ね返ってくるのである。
　水がめプロジェクト建設後、従来の水がめの数倍もの大
容量の天水を貯水タンクに溜められるため、人々は、使用
可能な水量が増加したかのように錯覚している。しかし、
降水量は増加していないにもかかわらず、地域の人々の水
使用量が増加した結果、慢性的な水不足が解消されないま
まである。
　こうした状況に対応するため、各家庭では、母親水がめ
プロジェクトによりセメント製の新たな水がめを建設した
後も、引き続き、従来の土造りの水がめを併用することに
より、日常的な水不足に対応している。ときに、新たに土
造りの水がめを複数掘ることによって、水を確保する人も
現れるようになってきた。つまり、人々は、水不足という
状況を前にして節水行動へと向かわず、増加した用水量を
維持しようとするか、さらなる水量の確保へと動機づけら
れた行動を取ることにより、さらなる水不足を引き起こし
ているのである。
　母親水がめプロジェクトによって、これまでの資源利用
のあり方にも大きな変化がもたらされた。天水という自然
に依存していた資源利用から、母親水がめプロジェクトに
よって目に見え（visible）、ストックされる資源として水が
提示されることにより、ローカルな現場で持続的とはいい
がたい水利用のしくみがもたらされたのである。
　さらに、母親水がめプロジェクトが建設した水がめは、
従来の水がめにくらべ約２倍の耐久性を有しているが、日
常的な維持管理をこまめに行う必要がある。たとえば、取
水口のそうじやフィルターの詰まりなどの定期的点検が必
要となる。たとえ何らかの問題がみつかったとしても、ロー
カルな技術で対応することは困難であり、専門の修理業者
に維持管理を任せざるをえず、新たな費用負担が生じる。
　母親水がめプロジェクトは、住民参加型開発プロジェク
トとして実施されたにもかかわらず、開発後の水がめは、
地域住民の手を離れたしくみで維持管理されざるを得ず、
地域の主体性が置き去りにされるという矛盾をもたらした。

Ⅴ　ローカルな水をめぐる政治化
１　貧困対策としての水資源開発
　本節では、母親水がめプロジェクトが、制度設計やプロ
ジェクト実施過程において、どのような問題を抱えている
のかを整理する。
　貧困対策としてなされてきた水利扶貧政策は、水利開発
を通じた農地開発事業としてこれまで実施されてきた。し
かし、食糧生産をめぐる国内情勢の変化を受けて、水利開
発のあり方は大きな転換期を迎えており、母親水がめプロ
ジェクトにも影響を及ぼしている。
　1958年以前は、食糧の純輸出国であった中国が、1961
年以降、食糧輸入国に転じ、1977年には598万トンも食糧
を輸入していた（柿崎ほか編 2008 : 295）。その後、改革開
放にともなう農業経営の個別化が進んだことを背景に、改
革開放前の1977年に2億8,273万トンだった食糧生産量は、
10年も経たない間に4億731万トンへと大幅に増加した（石
田 1991 : 579）。
　しかし、中国の食糧生産量は、1984年に史上最高量を
記録して以降、その翌年から耕地が減少し、食糧総生産量
も減少と停滞傾向にある（石田 1991：605）。ただし1980
年代以降、食糧増産にともなう食糧価格の下落を背景に、
退耕還林・還草政策がなされたことが、日本の減反政策に
あたる機能を有していたことも指摘されている（上田 
2009：43）。
　農地開発という生産面に重点を置いた従来の貧困対策で
は、近年の農山村の出稼ぎ世帯の増加にともなう農業の担
い手不足といった現状に対応することはできず、村に残さ
れた人々をサポートする生活面に重点を置いた貧困対策が
求められるようになってきた。
　これまで渇水期や農繁期になると、地域住民は、飲用水
を確保するために、町まで水を買いに行っていた。水を買
う経済的余裕がない家では、片道数時間もかかる山道を歩
いて水汲みに通っており、運搬労働の負担が大きい。とく
に水汲みの労働を担っていた女性や子どもたちは、水汲み

図３　ペプシ基金会による母親水がめ建設記念碑 図４　土造りの水がめ
１ｍ四方程度の大きさで作られている。ドーム状の上の部分から

水を汲み上げるしくみになっている
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に多くの時間と労力を費やさなければならなかった。
　しかし、母親水がめの建設によって、こうした経済的負
担と労働負担が大幅に軽減された11）。これまで自助努力だ
けでは実現することが困難であった開発プロジェクトに、
ペプシをはじめとするグローバル企業からの大規模な資金
援助がなされたことにより、僻地とされてきた中国西部の
農山村に多くの水がめが建設されるようになったのである。

２　母親水がめプロジェクトのスローガン
　母親水がめプロジェクトは、国策である西部大開発と密
接にリンクしているプロジェクトである。2001年に『中国
農村扶貧開発白書』に、母親水がめプロジェクトの報告が
採録され、2005年には『中国性別平等および婦女発展状況
白書』にも採録され、さらに同年、初の「中華慈善賞」を授
与されるなど高い注目を集めている。
　母親水がめプロジェクトの重点は、女性や子ども、障が
い者といったマイノリティを開発プロジェクトの担い手と
して位置づけている点である。家事労働のシンボルともい
える水汲みを担う女性たちの自立救済が開発目標として目
指された。
　西部地域は、いまなお女性蔑視の風潮が強い地域のひと
つである。多くの女性たちは、家庭内での発言権を持てず
におり、たとえ家庭内暴力を受けていても声を上げること
ができず、支援してくれる人さえいない。母親水がめプロ
ジェクトでは、こうした他者に依存せざるを得ない暮らし
から脱却するために、衛生的な水を確保し、家事労働の負
担を軽減することによって、女性たちが「自尊、自信、自立、
自強」できるようになることを開発のスローガンとした。
　女性たちは、天水を溜める貯水槽を掘る作業を担うとと
もに、水がめの日常的な維持管理作業を担当した。とくに
母親水がめの建設において、優先的に開発対象となるのは、
生計手段を持たない母子家庭をはじめ、要介護者のいる家
庭や障がい者のいる家庭である。
　農山村では、年金制度が十分に整備されておらず、障が
い者の生活保障制度や地域の支援が十分に行われていない
ため、老人や障がい者は「家で死ぬのを待つだけ」と語ら
れるほど悲惨な生活状態に置かれている。こうした状況の
なか、体力がありプロジェクトに実質的に参加することが
可能な女性たちが、地域の開発において重要な役割を担う
存在として注目され、新たな役割を付与された。地域に残
された女性たちが開発の担い手として立ち現れるように
なったのである。
　さらに母親水がめが建設されるにしたがって、これまで
資源とみなされていなかった「天水」が、しだいに新たな
開発対象として捉えられるようになってきた。天水を水が
めの中に囲い込むことによって、生活用水だけでなく農業
用水や家畜の飲用水として活用することも可能になったか
らである。

３　開発プロジェクト推進過程における懊悩
　母親水がめプロジェクトが推進されていく過程で、地域
ではどのような問題がもたらされたのかを見てみたい。プ
ロジェクトの拠点となっている甘粛省東部のＢ市 J 郷Ｗ村
には、八つの村民小組があり、人口2,458、486戸の貧困
地区の一つである。W村の半分強の家に、母親水がめが
建設された。W 村は、2007年にペプシ基金の補助を獲得
してプロジェクトを実施している。ペプシ基金会は、水が
めの建設補助として地域住民が水がめを一つ建設するたび
に、建設費用の半額相当を援助している。
　Ｗ村がペプシ基金からの補助金を獲得できた背景には、
郷長が県婦聯から着任したことが関係している。J 郷の郷
長を務める30代半ばの女性Ａさんは、かつて県婦聯に勤
務していた際に、母親水がめプロジェクトにて業績を残し
たことが認められ、Ｗ村の水がめプロジェクトを一任され
たのである。
　今回、このビッグ・プロジェクトが成功すれば、郷長の
Ａさんは再び都市部の婦聯に戻ることが可能である。前職
の婦聯のトップからは、グローバル企業が支援しているプ
ロジェクトであれば、地元負担も少なく成果を出しやすい
ため、ペプシ基金会が支援する母親水がめプロジェクトの
責任者としてＡさんを抜擢したと言い聞かされて、担当者
として赴任してきた。
　これは裏返すと、もし業績を残すことができなければ、
Ａさんは今後も農村の幹部としてとどまることを意味する。
このような大規模プロジェクトが、この地域で再び行われ
る可能性は非常に低いため、今回のプロジェクトを成功さ
せなければ、Ａさんは現在の地位と場所に留まり続けるこ
とになる。そのためＡさんは、家族を都市部に残して、同
僚の20代の女性たちとともに村の宿舎に住み込んで、開
発プロジェクトを推進するため多くの農家を訪ね歩き、
日々、説得に駆けずり回っている。
　郷長は、しばしば村の利害と上からの要求の板挟みにな
る。村民との交渉や折衝を行うなど非常に負担が大きい仕
事であるため、若い人では郷長の仕事は務まらないとされ、
部下の若手職員たちに仕事を任せることもできず、すべて
郷長一人で仕事を背負い込んでいる。
　開発プロジェクトの達成度が、幹部の業績評価手段とし
て利用されることにより、村の幹部たちは、業績を上げる
ためにできるだけ多くの水がめを建設するべく、地域の女
性たちに保健衛生の知識を伝える勉強会を開催するととも
に、上から求められる全戸建設の目標値に到達するために
水がめ建設を推進した。
　しかしながら、幹部たちが、プロジェクトを全面的に支
持しており、まったく疑念を抱いていないわけではない。
天水に依存している母親水がめプロジェクトでは、当面の
間、水不足の緩和につながったとしても、根本的な問題解
決にはなっていないことを幹部たちは認識している。また、
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20年先に水がめの補修費用がかかることや、黄土の影響
を受けて、ろ過フィルターの交換が想像していたよりも頻
繁に必要になるなど、地域住民の経済的負担が増大してゆ
くことは明白になってきた。天水に依存する地域では、母
親水がめプロジェクトが、かならずしも効率的で持続的な
水利用とはなりえていないことを幹部らは自覚している。
業績評価として開発プロジェクトが位置づけられているが、
上からの開発目標と現場の声とのギャップとの間で板挟み
になっているのが郷長をはじめとする地方幹部たちである。
　また一方で、母親水がめプロジェクトにおいて、女性や
障がい者の自立が謳い文句として語られ、グローバル企業
による開発援助がなされるなど、開発プロジェクトがロー
カルな水を政治化していく過程において、地域住民のなか
には、幹部の業績に利用されることに疑問を感じる者も現
れはじめた。水がめ建設に積極的に参加しようとしない農
家や自己負担金の減額を求める声も出てきたのである。こ
うした地域内部の矛盾を抱えたまま、母親水がめプロジェ
クトは、大々的に喧伝され展開している。
　母親水がめプロジェクトへの参加を通じて、地域社会は、
西部大開発という国家開発プロジェクトが要請する現代的
生活への対応を迫られるだけではなく、飲料企業を中心とす
るグローバル企業のイメージ戦略の過程にも組み込まれる
ようになったのである。

Ⅵ　結論

　本論文では、中国西部において展開している母親水がめ
プロジェクトを事例に、ローカルな水利用のしくみが再編
されてゆく過程を明らかにした。近年、貧困対策と結びつ
いた水資源開発プロジェクトとして、西部地域で受け継が
れてきた天水を溜める「水窖」（水がめ）と呼ばれるローカ
ルな水利用の技法を活用しつつ、近代的技術と結合した母
親水がめが建設されている。
　母親水がめプロジェクトは、全国婦女聯合会、北京市、
中央テレビ局が立ち上げた基金会を母体にして大々的に展
開している。プロジェクトがもっとも重視しているのは、
女性や子ども、障がい者など社会的マイノリティの自立支
援を核にした貧困対策として飲用水を確保する母親水がめ
の建設である。また、本プロジェクトの特徴として、従来
のローカルな開発プロジェクトにとどまることなく、ペプ
シコやスターバックスなどグローバル企業による大規模な
開発援助と密接につながりながら、中国西部の農山村を中
心に展開していることが挙げられる。
　母親水がめプロジェクトは、水不足に悩む西部地域で暮
らす人々にとって、従来の水がめにくらべて衛生的な水を
確保し、比較的安定した水量を確保することを可能にした。
また、開発過程を通じて、これまで発言力を持てず社会的
マイノリティとされてきた女性や子ども、老人、障がい者
が、開発の新たな担い手として立ち現れてきた。

　しかしながら、母親水がめプロジェクト実施後も天水に
依存しなければならない状況であるにもかかわらず、人々
のライフスタイルや水認識が変化したため、かならずしも
安定的な水を確保することにはつながらなかった。むしろ
新たに建設した水がめを日常的に維持管理するために、
個々の家庭の経済的負担が増大していた。さらに、これま
でのローカルな技法を離れて建設された水がめは、個人や
地域で維持管理することができず、専門家や修理業者に水
がめの管理を依存せざるを得ない状況も生み出された。
　母親水がめプロジェクトへの参加を通じて、地域社会は、
開発プログラムという国内の政治化の過程に組み込まれる
にとどまらず、開発援助や社会貢献としてなされているグ
ローバル企業の政治化の過程にも組み込まれるようになっ
た。ローカルな水が政治化されていく過程で、これまで資
源として認識されていなかった天水が、新たな資源として
囲い込まれるようになり、従来のローカルな水がめは、渇
水時のリスク回避手段として今なお保存されている。
　このように水がめプロジェクトでは、二つの矛盾が顕在
化していた。まず、中央政府が近代化を徹底させようとい
う意図のもと水がめプロジェクトを後押ししているにもか
かわらず、それらと矛盾するローカルな伝統的水利用の技
法を継承せざるを得ない状況が生まれた。さらに、地域住
民が主体となり良かれと思って始めたことであるにもかか
わらず、本来、望んでいなかった方向にプロジェクトが進
んでしまうという事態に直面していた。その結果として、
地域にとってかならずしも持続的とはいいがたい水利用の
しくみが生み出されてしまったのである。

注

１） 全国婦女聯合会内部資料より。
２） 中国全体の貧困人口については、「国の以前の貧困線（1人

当たり年収が440〜785元）では、貧困層は2007年には1,479
万人にまで減った。新たな貧困線（1人当たり年収が2300
元）では、2010年の1億2,238万人から2013年には8,249
万人にまで減った。国際的な貧困線（1人当たり1日1ドル
未満で生活）では、1990年の4億9,900万人から2010年に
は8,640万人にまで減った」とされる（『人民日報』（日本語
版）2014年3月11日）。

３） 「黄河はユーラシア大陸の東縁に位置し、流域の年平均降
水量はわずか450ミリ、流下の途中には草がまばらな乾
燥帯や草木も生えない砂漠を抱えている」（福島 2008：ⅱ）。
華北平原は、おもに農業生産地域として位置づけられな
がら、年降水量は500〜600ミリ程度であり、日本の年平
均降水量の30〜40% にも達しない降水量の少ない地域で
ある（福嶌 2008：3-4）。

４） 秦代の三大水利プロジェクトとして、四川省成都の都江
堰、陝西省富平鄭国渠、広西省興安霊渠が挙げられる（任 
2012：279）。

５） 中国の環境対策は、三つの環境政策と九つの環境管理制
度を基本に実施されている。三つの環境政策は、「環境汚
染の未然防止」、「汚染者負担の原則」、「法規制による直
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接的環境規制の強化」の3本柱からなり、具体的な環境管
理制度としては、①環境影響評価制度、②「三同時」制度、
③排汚費（汚染物質排出費）徴収制度、④環境保護目標責
任制度、⑤都市環境総合整備に関する定量審査制度、⑥
汚染物質集中処理制度、⑦汚染物質排出登記・許可証制度、
⑧期限付き汚染防除制度、⑨企業環境保護審査制度の九
つからなる（色音 2009：176-177）。

６） 1989年には「中華人民共和国環境保護法」が初めて制定さ
れるが、環境保護法の中に、水資源管理に関する項目が
独立して設定されていなかった。その後、「中華人民共和
国水土保持法」（1991年）、「中華人民共和国水汚染防治法」

（1996年）、「中華人民共和国防洪法（洪水防止法）」（1997年）
など各項目について新たな法制度が次々に制定された。

７） 1993年に国務院が制定した「取水許可制度実施方法」以降、
中国では比較的整った取水許可管理メカニズムの基礎が
形成されていた（任 2012：385）。

８） 黒河流域の水資源不足の実態と生態環境に及ぼす影響を
明らかにするため、黒河流域に暮らす青海省、甘粛省、
内モンゴル自治区の地域住民約800名を対象に実施した
アンケート調査の成果がまとめられている（色音，張，杜 
2008）。

９） 母親水がめホームページ「国際項目」（中国語）
 http://www.mothercellar.cn/html/mothercellar/

report/145097.htm
10） 母親水がめホームページ「項目成果」（中国語）
 http://www.mothercellar.cn/html/mothercellar/

folder/145052.htm
11） 聞き取り調査によると、農地は豊作が続いており、生活

していくには問題がないが、子どもの教育費、子どもの
結婚費用、家の修築のために現金収入を工面しないとい

けないという実態が浮き彫りになった。
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