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第2次世界大戦後の米国型生産消費経済モデルは，先進国には巨大な富と繁

栄をもたらしたが，この発展過程で底辺の貧困，環境破壊，資源枯渇，局地的

紛争など様々な歪が蓄積し，看過できない障壁となった。蓄積された富と英知

を生かし新たなる人類の繁栄を続けるには，この壁に対応しなくてはならない。
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特に社会資本整備注，！）に対する期待は高L、。

注社会的共通資本の概念として，宇沢弘文教授は，「自然資本」，「制度資本」，「社

会資本 （社会的インフラストラクチャー）」3つのカテゴリ ーを提唱している。ここ

では，自然資本は自然環境全般とし，社会的インフラストラクチャーは，都市を構

成する物理的，空間的施設，さらに制度資本は，社会的インフラストラクチャーを

制度的側面から支えるものと定義している。

戦後の経済モデルは科学技術の革新により先導された。科学技術と言えば

、ードサイエンスと考えられ，それは万能であると考えられた。しかし経済社

会の成長と複雑化はソフトサイエンス，特に金融，情報，制度技術の発展をも

たらし， 一方で20世紀型経済モデルの成熟化で、ハードサイエンスの経済効率の

低下を招いた。これに付随する限りでのソフトサイエンスも行き詰まり，目前

の障壁を突破するためにハードとソフトの全般にわたり根本的技術革新が求め

られてしる。ここでいうソフトサイエンスとは，社会学・歴史学・人類学・倫

理学－政治学・経済学・法学等広い意味での人間学を指す（コンビュータ・サ

イエンスはハードサイエンスに分類する）。

パラダイムの変遷時には，境界条件の変化に対応できる制度が必要になる。

変遷が事実とすれば，ハードサイエンス主導型からソフトサイエンス主導型の

アプローチへの転換が必要になるのではないか。新しいパラダイムをゲームに

たとえるならば，新しいゲームにはまず新ルールが必要で、あるからである。こ

こにソフトサイエンス，特に法制度関連分野が先導する役割と必然性がある。

以下第 2節では，社会資本整備で顕在化する政策課題事例として，「環境と開

発」， 「衡平」，「国境問題」を取り上げ，さらに政策実現の行動計画実施に必要

な「開発投資資金上の問題」を加え，ソフトサイエンス，特に制度資本の今後

の役割を論ずる。さらに第 3節では，具体的な事例として，社会資本整備のう

ち，行政，民聞を含めた学際的アプローチが必要な水資源セクターを取り上げ

る。第 4節では社会資本整備における国家聞の不均衡を示す具体的数値を例示

し，発展途上国の制度資本のニーズを論ずる。

2. 社会資本整備の課題

2. 1 環境と開発

開発に伴う自然環境と社会環境へのインパクトが非常に大きかったことは，

20世紀型経済モデルが今世紀に残した最大の歪で、ある。環境と開発の両立は，
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社会資本整備を進める上で最も大きな障壁となっている。現在，社会資本整備

のコストが非常に高いこと，また計画段階から運転開始までのタイムスパンが

非常に長いことが，財政の大きな負担となっている。ほとんどの原因は建設技

術の未熟に起因することではない。およそ建設技術は，どの時代区分であって

も，高度の発展をとげているからである。問題は開発に伴う自然環境破壊防止

対策が充分でないこと，開発を受け入れる社会環境が整っていないことに主因

がある。社会資本整備を迅速に推進し，コストを下げるには，自然・社会環境

コストを最小にする技術革新が必要である。インパク卜を受ける側の社会環境

が整わないのは，これまでのハードサイエンスの実施プロセスが社会の信頼を

得ていなし、からである。社会の信頼を得るには効果ある対策成果を目に見える

形で示すこと，環境・開発に対する認識不足や誤解を解くこと，利己主義を緩

和すること等の無形の対策が必要である。ここに革新的ソフトサイエンスが先

導する役割がある。特に新しいノξラダイムに促した制度資本（司法，行政，金

融，教育など）の形成が鍵となる。

水資源セクターでは世界水会議，世界水フォーラム（WWF），世界ダム委

員会（WCD）等の活動はこの障壁を乗り越えること，少なくとも認識不足や

誤解に起因する障壁を取り除くための啓蒙活動を推進しているが，新しいノミラ

ダイムに促した制度資本の形成は未知数で、ある。環境と開発に対する制度資本

の形成を含めた対策に関するアクションは現在どうなっているのであろうか。

20世紀型経済モテ‘ルのパラダイム変更を目指す多国間の学際的研究と行動計画

の総決算として作成されたアジェンダ21は，筆者が知る最も包括的で，かつ制

度資本整備に関する行動計画を含む唯一のものである。

1992年のリオ宣言は，環境と開発の両立を求め，これにサインした178ヵ国

以上の諸国に道義的義務として持続可能な開発に関するローカルアジェンダ21

の策定と実行を2000年までと2025年までの 2段階で達成することを求めた。第

一段階は費用と実施目標を定めた国家のアクションプログラムの策定と行動の

開始であり，第2段階は各プログラム分野のセクター細目別目標を達成するこ

とである2Jo 40章のプログラムの多くは，第 2段階のセクター別細目を未完成

としたまま採択された。

アメリカ，ヨーロッパ，日本等の先進工業国では持続可能な開発に関する研

究が進み，完成とはし、かないまでも青写真が作成され，アクションプログラム

は試行の段階にある。しかし発展途上国の多くは， 10年の歳月が経った今も青
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写真の具体化に取り組んでいる。第2段階のセクター別細目は，資金難や政治

的難題もありほとんどの国で足踏みの状態にある。開発は貧困の撲滅と人口増

加抑制に必要であるが，一方で自然環境の脅威となる。矛盾する二つの目的の

共存を目指す，ローカルアジェンダ21の策定は理想の追求であるが，現実には

まさに難しい問題である。持続可能な開発（SustainableDevelopment）とは何

か3），開発と環境保全の目的（Objective）は何かを個々人が理解することすら

難ししそれぞれの国で青写真のコンセンサスを取ること自体が非常に大きな

課題である。さらに財政難や制度上の理想と現実との議離など，超えなければ

ならない難題が山積するからである。気候変動枠組み条約の京都議定書締結の

結末は一例である。いくつか国の事例を分析し目標（Goal），即ち持続可能

な開発を具体化するにはどうしたらよいのか，特に開発途上国における解決の

ヒントを探る必要がある。

またアジェンダ21自体がきわめて複雑，難解で全容をつかむこと自体むずか

しい。スタンダールの恋愛論のように，ほとんどの人がその存在を知るが，難

解が故に最後まで読み通した人はほとんどいない。開発計画や環境保全を職業

とする人でも読破者はほとんどいないのが現状である。発展途上国援助での行

動計画の進捗モニタリングと問題点の解決への支援は大きな課題である。

2.2 衡平

ソ連・東欧などの共産主義体制の崩壊後，資本家と労働者間のイデオロギ一

対立は，全体的に弱まったかに見えたが，広い意味でのマルクス主義は，南北

問題，持てる者（富める者）と持たざる者（貧者）の対立へと集約され，富の

不均衡の問題は，国家聞のイデオロギーと軍事的対立から宗教的信念の闘争へ

と変容しつつある。国家と個人の富の不均衡是正が新たな国際政治上の最重要

課題として浮上しその不均衡緩和，即ち衡平が焦点となり，その解決策が求

められている。

一方，社会資本整備事業推進過程での住民参加型アプローチへの転換には，

地域住民との合意形成に要する時間と社会コストがこれまでの行政と裁判所中

心の手続だけでは大きくなり過ぎた背景がある。地域住民との合意形成は，衡

平の妥協点模索である。現在の社会資本整備の基本理念は，地域全体の福祉（利

益）向上であるが，地域住民全員が必ずしも受益者とはなりえない。 20世紀型

開発理論は，社会全体（国家，地域）の平均値で福祉を評価する経済学的評価
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尺度であり，マイノリティーの福祉の犠牲は，平均値を極度に低下させなけれ

ば排除される弱点を持っている。文化人類学は，マイノリティーの視点から，

角度の違う評価を行う。社会，組織，個人のいずれも権利を有し，同時に義務

を課せられている。 社会資本整備における衡平はこの権利と義務の適切なパラ

ンスが考慮されるべきであり，衡平の評価が鍵となる。衡平の評価には地域住

民と関連ステークホルダー参加による合意形成が必要となる。社会資本整備事

業には様々な権利，利権，義務が複雑にからまり事業開始の地均しに多様なソ

フトサイエンスが必要となる。

ここで衡平（equity）とは，公平（fairness）が政治的，あるいはスポーツ的

概念であるのに対しより厳密にこれを法律用語に置換えたもので，例えば地

域（Region）の富又は個人所得（Income）の不均衡是正問題を扱うには必要

な概念である。西欧的地域主義，個人主義，いわゆる利己主義が世界に浸透す

る今世紀は，衡平法でいう互有の権利と相互義務，必要と充足（需要と供給）

の適切なバランスを前提とする「衡平の回帰」が最も重要なキーワードとなる

だろう。現在コミュニティーにおける個々人の衡平の理念は失われつつあるが，

本来イスラム文化圏，アジアモンスー ン文化圏には，宗教上あるいは生活規範

として存在していた歴史を踏まえるならば，富の不均衡問題解決の糸口が探れ

るのではないか。

2.3 国境問題

人類と地球環境（自然） の共存は，国家聞の政治的調和と安定，即ち平和が

前提となる。今世紀，水資源利用は極度に逼迫し経済，宗教，イデオロギー

闘争に加え，水争いが国境問題の火種となり，国際河川（sharedriver）紛争

解決も重要な課題となると予測されている。ヨルダン渓谷の水紛争と関連する

中東戦争とイスラエル・パレスチナ紛争，ナイル川，ユーフラテス川，メコン

川等数多くの国際河川問題が火種として潜伏していると考えられ，新しいノミラ

ダイムの構築が平和共存に必要とされている。

国際河川問題は，地域と所得の衡平とも深い関係があり，リ十｜・県境河川問題

と共通する課題が多く，圏内の河川問題の延長線上にある。数百年の歴史的経

験を蓄積する日本の河川行政の経験を平和共存に生かすことが求められてい

る。例えば，ここに望ましい流域のビジョンがあるとすれば，政治的境界はひ

とつのテスト項目にすぎないものであり，このことは，国際河川をめぐるビジョ
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ンの実現についても言えることであるり。

2.4 開発資金上の問題

国家の社会資本造りには投資リスクが伴う多額の資金と高い技術力を必要と

する。第 2次大戦後（1945年以降），世界中が資金不足で国家再建の目途が立

たなかったが，ヨーロッパはマーシャル・プラン（欧州復興計画），日本は世

界銀行（世銀）と米国の経済技術援助により，一方独立を達成した発展途上国

の国造りは，戦後賠償から始まり政府開発援助 （ODA）により推進された。

即ち20世紀には，グローパルな，いわば公的資金が世界経済の復興を起動させ，

国造りを牽引した。

日本の建設及びコンサルティング産業の海外活動もその一翼を担って，

ODA資金を基軸とした。経済基盤がほとんど無く，投資リスクが非常に高い

発展途上国の社会インフラ建設に超低金利の公的資金を投入し，事業リスクを

緩和するビジネスモデルが成功し，アジア経済聞の発展の起動力となった。社

会経済基盤形成と並行し，日本の貿易黒字に伴う民間の余剰資金が多量にアジ

ア諸国に投入され，アジア経済はテイクオフした。

20世紀後半から21世紀にかけ公的資金基軸型ビジネスモデルは，先進国経済

の成熟で先導者の役割を終えようとしている。 世界経済の構造的変化は，大き

な政府から小さな政府への転換を促し，縮小する公的資金の穴埋めを民間資金

で置換えが必要となった。しかし，民間の資金と技術力の成熟がスムーズな転

換を可能にすると期待されたが，技術力にかかわりなく投資リスク拡大が大き

な障壁となった。リスク管理を忘れ暴走した投資は遂に破綻し，官民を問わず

投資リスク管理能力が不充分であることが各国で露呈した。

今世紀，政治経済基盤が依然として脆弱な発展途上国経済の自立と発展が，

世界経済の安定的成長の条件となることであろうが，前提として広範な社会資

本整備を必要とする。今後公的資金の縮小傾向はさらに加速し，民間資金の役

割が高まる中，投資リスクをどう軽減するか，勤労の倫理をいかに高揚させる

か，新たなビジネスモデ、ルの構築が大きな課題となるだろう。

開発資金上の課題解決策としては，「民間資金の役割の再構築」と「民間ビ

ジネスとの協力関係構築」を促進する制度が必要である。役割の再構築とは，

政府・民間サービスの内容の変革だけではなく，社会資本整備事業推進に必要

な民間資本参加や制度造りへの参加などの新しい役割を構築する制度である。
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ビジネス協力関係構築では，政府機関，民間金融機関，国際融資機関，民間建

設関連企業との協力関係構築を容易にする制度とマッチメーカーの役割を民間

にも与える制度である。投資リスク軽減対策には，企業基盤強化（特に資本），

民間投資事業ソフトの開発， リスクマネジメントの強化，社会資本投資リスグ

基金の設立，社会資本整備支援活動（フォーラム等）の推進等の，従来路線の

強化の他，国家外交政策（経済的制裁等）から全く自由な金融投資ないし企業

活動の保証システム，即ち真のグローパル経済活動の発展が必要で、あると考え

られる。

経済成長は付加価値の拡大再生産によりもたらされる。付加価値を生むもの

は，資金ではなく，労働と生産意欲である。インカ帝国の金銀を奪ったスペイ

ンは，そのことの故に没落した。資金は経済活動の潤滑油に相当するが，投資

リスクは油の枯渇に相当し， リスク対応資金は，随時適度の補給で足りるはず

である。投資リスクの判定には，従来のビジネスリスクに加え，付加価値を生

む体制のリスク評価，即ち制度リスク，民間労働力と民間生産力のリスク評価

を追加する必要がある。個々人の労働と生産意欲を高揚させるには，市場至上

主義一辺倒ではない勤労の倫理をし、かに呼び起こすかにかかっており，勤労倫

理の緬養を阻害するモラノい、ザードを最小にする制度作りが必要である。

3. 水資源セクターの課題

3.1 水資源開発管理とアジェン夕、21

水資源管理（WaterResources Management）は，「持続可能な開発に関する

アクションプログラムJ（国際連合1992年 6月）の基本原則に位置づけられて

し、る。開発と管理は表裏一体とされ，第18章「淡水資源の質と供給の保護 水

資源の開発・管理及び利用への統合的アプローチの適用」では， 7項目のプロ

グラム分野の内，統合的水資源開発と管理（IntegratedWater Resources De-

velopment and Management）を，最重要課題としている。水資源セクターの

行動計画は次に示す 2段階で達成することを求めている2）。

A) 2000年までのアクション

( i ) 費用と実施目標を定めた国家のアクションプログラムを策定開始

しまた適切な制度構造と法的手段を実施に移すこと。

( ii ) 持続可能な資源利用様式を達成するために効率的水利用プログラ

ムを定めること
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B) 2025年までのアクション

( i ) 全ての淡水資源プログラム分野のセクター細目別目標を達成する

こと。

上記項目 A）及び B）の量的目標の達成は，新規と追加財源に依存すると了

解され，これらの財源は，発展途上国では国連総会決議（GeneralAssembly 

Resolution) 44/228の関連規定に従い， 2国間，又は多国間協力を通じて利用

できるものとなっていた。現実には世界的資金不足と投資リスク，法制度改革

の現実との対立，当事国の行政能力不足などにより足踏み状態にある。総論か

ら各論へ，原則から実態への演鐸的（官僚的）思考もその一因と考えられ，実

践→情報交流→理念の共有とし、う帰納的（民主的）流れの行動計画の策定を再

考する必要がある。

3.2 財政改革と水資源セクターの構造改革

上述のように世界経済の低迷と各国の財政赤字に伴い，政府開発資金が不足

し，アジェンダ21のアクションプログラムは大きな壁に直面し，現在 IMF-

世銀体制は，「持続可能な経済復興と広範な成長」に加え，「財政上持続可能な

投資と実施機関（民間の参加）」を重要課題として取り上げている。発展途上

国の経済の再生・成長には地方農村部の経済再生が不可欠であり，それには農

業・濯甑セクターの再生が不可欠である。農業・濯甑セクターは水資源の最大

の利用者であり（70～80%程度），この部門の効率的水利用と生産性の向上が

鍵と認識され，水資源セクター財政構造改革の一つの焦点となっている。言い

換えれば今世紀初頭の水資源セクターにおける発展途上国援助ポリシーは，

ローカルアジェンダ21と水セクターの財政再建を合体したものと考えられる。

即ち水資源セクター支援ポリシーの大枠は次のように想定されている。

A. 環境と開発（ローカルアジェンダ21)

a) 総合的（Integrated）水資源開発及び、管理

b) 水資源アセスメン卜

c ) 水資源・水質及び水生態系の保護

d) 飲料水供給及び衛生

e) 水と持続可能な都市開発

課題要素

①水量／水質

②環境保全

③流域管理
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f) 持続可能な都市開発

g) 水資源に対する気候変動の影響

B. 水資源セクターの財政再建

h) 持続可能な経済の再生と成長

l ) 財政上持続可能な投資と実施運営機関

④貧困撲滅

⑤経済的視点

⑥民営化・受益者負担

世界銀行（世銀），アジア開発銀行（ADB）などの国際融資機関は，セクター

支援ポリシー，カントリー・プログラム，戦略と影響，活動とインプットの目

標を掲げ，国別，セクター別の取組を実施している。世銀と ADBの取組体系

の例を表 1に示す。

表 1 世銀とADBの取組体系の例

世銀カントリープログラムの目的 I ADB水セクター支援ポリシー

1) 持続的経済復興と広範な成長 I ll 国の重点政策としての水セクター改革

2) 貧困層と弱者へのより良き公共サーピ ｜ 推進

スの提供 I 2) 水資源統合管理の推進

3) 地方分権化とサービスの分散提供 I 3) 水供給サービスの改善・拡張

4) 財政上持続可能な投資と機関 I 4l 水の保全・システムの効率向上

（明確な法制度） I sJ 囲内・国家間での水配分と協力

5) 持続可能な環境 I 6) 水セクターの情報・経験の交換促進

7) ガバナンスの改善（分権化の促進）

この枠組みでの水資源セクターの構造改革はメキシコで始められ，パキスタ

ンやインドネシアでも実施されたが，理想と現実の対立は是非をめぐり政治論

争となった。西欧のイデア（理想）とアジア的リアリティー（現実）の議離，

国際金融資本（市場主義）対歴史的風土（共同体主義）の不調和である。

3.3 インドネシアにおける水資源セクターと擢甑セクターの改革事例

インドネシア政府は，財政支出の赤字に苦しみ，赤字補填とインフレ緩和や

経済安定を図るため，世銀に融資（WATSAL: Water Resources Sector A司just

ment Loan）を求めた。世銀は，当政府の財政収支が改善されることを資金融

資の担保条件とし，赤字の原因となっている水資源と濯甑セクターの財政と
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サーヒ守ス構造の改革を求めた。 1999年 4月，インドネシア政府は当セクターの

開発と管理運営上の改革を実現するために，法制度の根本的改革を実行し，収

支バランスを改善する強い意思を表明した。当政府は，この改革の具体的作業

の目的，改革の行動計画，実施事項細目，作業進捗のモニタリング方法等をま

とめたポリシー・マトリックスと称する仕様書と実施計画を策定5），世銀の支

援， ADBと国際協力銀行りBIC）の融資を受け，当初2000年12月完了を目指

し具体的作業は始められた。

改革の目標は次の 4項目である。

目標 l：水資源開発・管理に関する国家の制度枠組みの改善

1 ）国家水資源管理・調整の枠組みの設立

2 ）国家水資源管理政策の採用

3）民間セクターの開発への参加，利害関係者（ステーグホル

夕、一）の流域管理政策と決定過程への参加

4）国家水資源情報・決定支援システムの改善

5）国家水文－水質データ収集－管理システムの改善

目標 2：河川流域管理のための組織的・財政的枠組の改善

1 ）河川流域・地下水滞水層のプロビンスによる統制・管理体制

の改善

2 ）戦略的河川の流域管理を目的とする持続可能な法人組織〔公

団〕枠組みの改善

3）安全・公平・効率的な水配分システムの導入

目標3：地方水質管理・統制制度・実施体制の改善

1 ）効果的で強制可能な水質汚濁取締，国家的統制枠組みの設立

2）開発が進んだ 6河川流域における統合的水質管理の実施

目標4：濯甑管理政策・制度・法規の改善

1 ）農民の実施能力強化，施設管理権移譲による濯甑管理，透明

性，説明義務の改善

2）地方政府・濯甑サービスの改善

3）濯瓶事業の維持管理・修復の効率化と財政上の持続性の確保

これらの作業内容は，水資源法（1974年制定）の抜本的改定，関連法令，法
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規，指針等の改訂と新規作成である。この改革は， 1996年当初ローカルアジェ

ンダ21策定を想定して基本構想造りが始められたが，財政改革の比重の高まり，

1999年以降のインドネ、ンア政府の地方分権政策への転換等の混乱と重なり非常

に複雑化した。実務作業は大幅に遅れ， 2002年 1月現在，基本となる新水資源

法の国会審議を待つ状態にある。国と地方政府の関連法令が全て整備されるに

はさらに数年の歳月がかかると予想される。

インドネシアのアイデンティティを見定めるための「国家的尺度」，新しい

制度の枠組みは必要であるが，社会的安定のためには，マクロ経済を動かす順

序，即ち「歴史的尺度」，地域の文化に適応した長期的なステップが適用され

なければならなし、。国土資源としては，本来貧しい欧米（勤勉の優位）と本来

豊かなアジア（資源と気候の優位）のタイムスパンの逆転，即ち本来のアジア

的風土（現代に活かし得る良き伝統と新しい習慣を含む）への回帰が，アジア

の繁栄と安定に繋がるのではないか。

4. 世界の社会資本整備の現況とニーズ

4.1 国民所得と社会資本整備率

国民所得（GDP）が大きいほど社会的インフラストラクチャー（社会資本）

の整備率が向上する傾向がある6）。国民 l人当たりの GDPと国民 1人当たり

の社会資本の蓄積率との関係を比較すると，低所得固と OECD諸国の蓄積額

(1990年）は，100倍程度の差がある（図 1参照）。社会資本の象徴的構造物で

あるダムは， 20世紀以前には中国を除くと，堤高15m 以上（または貯水量300

m3以上）の大ダムが世界には1000箇所程度しかなかったが， 1998年（140カ

国）には， 48,000箇所に増えた。このうち中国が22,000，米国が6,575，イン

ド4,291，日本2,675，スペイン1,196とアジアが優勢である九

世界各国のダム総数と国別個人所得（世界銀行分類）との関連を見ると，中

国，米国，インドが突出しており，個人所得との相聞はあまり強くないように

見える。しかし夕、ム密度（人口千万人当たりのダム数）で見ると，中国（中

所得下位）やインド（低所得）の例外もあるが，低所得国で 1～5箇所，中所

得国で30～100箇所， OECD諸国で100～250と高所得国程整備率が高い傾向が

見られる（表2及び図 2上参照）。ただし，ダムは乾燥地帯，寒冷地などの気

候や地形（貯水池容量）の影響を受けやすいことから，エジプト（中所得国下

位0.9），ロシア（中所得国下位6.2）のような例外もある。道路密度（人口千
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1人当りインフラの蓄積1990年（米ドル1985価格）

9 oaa 

1,2口口
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20 

150 400 1，口口口 3,000 

1人当りGDP1999年（PPP米ドル） a 

企 中東亙び北アメリカ
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・東アジアEび太平洋

・サブ・サハラ アフリカ

，.南アジア

x ヨ 口ッパ亙ぴ中央アジア

s.ooo 22.oaa 

図 1 国家の所得が増加するに伴いインフラの蓄積は増加する
注）軸は対数，インフラは道路，鉄道，電力， i墓概及び電話を含む

オストラリア

a. Purchasing power parity (PPP) ドル購買力平価， Summersand Heston 

1985による国際価格換算

出典） Ingarand and Fay, background paper. Summers and Heston 1991. World 

Development Report 1994, p.3 

万人当たりの長さ）で見ると，インドやルーマニアの例外もあるが，この相聞

は，より明確に現れている（図 2下参照）。低所得国で10～20km，中所得国

で30～80km,OECD諸国で600～2600 kmと高所得国の優位，特に米国，ヨー

ロッパ，オーストラリアの整備率の高さが顕著に表れている。幹線電話長密度

（人口千人当たり km），上水道普及率（%），を加えて比較すると， OECD諸

国の整備率は，ダムで約60倍，道路で約100倍，電話線で約100倍，低所得国よ

り高い。上水道の質（水質，断水などの信頼性，個人消費量など）は次の段階

として，普及率の差は 2倍程度と差は縮小しており，安全な飲料水の供給が，

生存維持に必要な最低の社会資本であり，不充分ながら高い優先度で整備され

つつある状況がうかがえる（図 32）参照）。

インド（低所得us460ドル），ルーマニア（中所得下位us1,670ドル）は
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個人所得分類／問 既存大ダム数 ダム密度 道路密度 幹線電話線長 上水道普及率 co，排出密度 co，排出最

（箇所） （箇所／千万人） (km／千万人） (km!T人） （%） （百万トン／千万人） （百万トン）

低所得： LIC

ネパール 3 1.3 13.9 3.0 48.0 0.9 2.2 

インドネシア 96 4.6 16.0 6.0 51.0 12.0 251.5 

インド 4.291 42.2 89.3 6.0 73.0 10.5 1.065.4 

ウガンダ 0.5 11.8 2.0 33.0 0.5 1.2 

中所得下位： LMC

中国 22,000 174.5 NA NA 72.0 28.5 3,593.5 

ロシア 91 6.2 NA NA NA 98.9 1,444.5 

ルーマニア 246 111.8 159.3 102.0 95.0 50.6 111.3 

タイ 204 33.4 51.3 24.0 77.0 37.2 226.8 

エジプト 6 0.9 30.2 33.0 90.0 18.5 118.3 

中所得上位： UMC

メキシコ 537 54.8 82.0 66.0 81.0 38.7 379.7 

トルコ 625 96.2 123.0 84.0 33.2 216.0 

ブラジル 594 34.9 70.4 63.0 86.0 18.l 307.2 

高戸斤得： OECD

アメリカ合衆国 6.575 233.2 1.417.2 545.0 NA 193.9 5,467.l 

日本 2.675 210.6 600.7 441.0 96.0 80.6 1,024.2 

フランス 569 96.4 1.440.6 495.0 100.0 59.3 349.8 

オーストラリア 486 255.8 2,569.5 456.0 100.0 168.2 319.6 

表 2

丸心、、』

出典）既存大ダムの数 (ICOLD1998年），道路密度 （km／人口百万人当たり，世銀 1990年），幹線電話線長 （km／人口千人当たり，世銀 19以）年），

上本道普及率（総人口に占める%，世銀 1990年）.co，排出量 （百万トン，世銀 1997年），ダム管度と co，封I'll.¥密度は， 2000年の人口 （世銀
2000年）でirni 注） NA.データなし
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図 2 世界インフラ整備の分布：ダム密度及び道路密度

i主）人口 3万人以上の世界銀行加盟国の個人所得（2COO年1人当たり GNI)によるグループ別分類
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購買力平価（インド us2,390ドル，ルーマニア us6,370ドル）が比較的高い

ことを反映し社会資本整備率は，国民所得に比べ高い傾向示している。日本

は一人当たりの国民所得 （US34,210ド、ル）は米国 （US34,260ト‘ル）と肩を

並べるが，購買力平価（US26,460ドル）はヨーロッパ OECD諸国並で，道

路整備率はその半分である。二酸化炭素排出密度（人口千万人当たりの排出量）

は，低所得国間でも 10倍程度の差があり，最貧困国と OECD諸国との差は100

倍程度あるが，中所得固と OECD諸国との差は 2倍以下である。

4.2 社会資本投資，経済発展と制度資本

社会資本整備が不充分ならば経済の健全な成長が望めなく，発展途上国の持
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続可能な成長を促進し，国民所得を OECD諸国に近づけるには社会資本整備

の格差を縮小する必要がある。アジア開発銀行（ADB）は，世界貧困人口の 3

分の 2が住む ADB加盟開発途上国の有形社会資本整備に必要な投資額を，

2001年から2025年間で約10～15兆米ドルと見積もっている。アジア地域で必要

とされる年間社会資本投資額が400～500億ドル程度であるのに対し，開発援助

ローン・プロジェク卜の社会資本分野への年間総融資額は，世界銀行と ADB

でそれぞれ30億ドル程度，日本政府 ODAで40～50億ドル程度，当事国政府自

己資金が50億ドル程度で、あることから，多国籍金融機関と 2国間援助融資資金

を含めた公的資金（総計250～260億ドル程度）だけでは，需要の半数は満たさ

れないことになる。即ち将来，投資の多くは，当該圏内を資金源とし，同国内

外の民間部門に補完される必要があると認識されている。一方民間部門の投資

促進には，発展途上国の国内資本マーケットの発展と行政・経営能力の成長を

必要とするため（図 4参照），投資リスク軽減を含めた多様な社会制度資本の

形成が望まれる。世界銀行は， WorldDevelopment Report 2002で制度の構築

(Building Institution）を特集8）しているが， 1994年以降発生した債務超過問題

高い
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図5 国家所得水準とインフラ構成の変化
出典） lngaram and Fay, background paper 

World Development Report. 1994. The World Bank, p.4 

と関連した社会資本整備に必要な制度資本に関する新たな対策は言及されてい

なく， リスク対策を含めた制度資本整備が極めて難しいことを物語っている。

今後社会制度資本整備に関する息の長い援助と多様な研究が望まれる。

4.3 社会資本投資と民間投資

発展途上国では，公共社会資本投資が経済に与える影響は非常に大きく，そ

の投資額は国の総投資額（公共と民間）の大きな部分を占める。総投資額に占

める社会資本（インフラ）投資額は，低中所得国では20%程度あった的。公共

投資（ほぼ国家予算に相当）に占めるインフラ投資の割合は， 35%（低所得国）

ないし55%（中所得国）程度と非常に高い。 OECD諸国中で最も高い水準に

ある日本は約10%である。国家の所得水準が変化するとインフラ投資比率も変

化する。低所得国では，濯j既，電力，道路，鉄道の比率が高いが，高所得国で

は電力，道路，通信網が主体となり，濯甑や鉄道の比率が縮小する（図 5参照）。

また発展途上国で、は，公共事業の民営化の内，社会資本の民営化による収益が

大きなシェアーを占めた（図 6参照）。東アジアでは，民営化による収益額は

小さかったが，インフラの比率が高い傾向にあった。ラテンアメリカでは，イ

ンフラ民営化における海外からの資金調達率が高く，外資の役割は大きかった
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園内資本 44% 

外国資本 56%

iJ 
非インフラ

インフラストラヲチャ
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図6 インフラストラクチャーは民営化収益の大きなシェアーを占める：
ラテンアメリカではインフラ民営化における海外からの資金調達が重要で、あった

出典） Sader 1993, World Development Report, 1994, The World Bank, p.105 

のに対し，東アジアではほとんど国内資本でまかなわれていた。アジア地域の

社会資本整備を推進するには民間資本，特に外資の役割が鍵となるが，債務超

過に伴う国家財政の破綻が相次いでいる状況を鑑みると，道はきわめて厳しく，

時聞をかけ，制度資本の成長に見合った段階的アプローチが必要になるであろ

う。

5. 結論

20世紀型経済モデルは，繁栄と様々な歪を生んだ。社会資本整備も例外では

なく，パラダイムの変遷に柔軟に対応するには，ハードサイエンス先導型の技

術革新だけでは不充分で，ソフトサイエンス先導型の技術革新が必要である。

社会資本整備の内，水資源セクターの重点3課題を「環境と開発」，「衡平」，「国

境問題」としそのニーズを以下に要約する。
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環境と開発：環境と開発の両立は，理論的には可能であるが，現実にはきわ

めてむずかしい課題である。アジェンダ21の行動計画は，資金難や政治的難題

から，多くの国で足踏みの状態にある。総論から各論へ，原則から実態への演

鐸的（官僚的）思考もその一因である。また国家のアイデンティティを見定め

るための「国家的尺度」は必要であるが，社会的安定のためには「歴史的尺度」

（長期的なステップ）が適用されなければならなし、。実践→情報交流→理念の

共有とL寸帰納的（民主的）流れの行動計画の策定を再考する必要がある。発

展途上国援助での行動計画の進捗モニタリングと資金を含めた問題点の解決へ

の支援は大きな課題である。

衡平：国家と個人の富の不均衡是正が新たな国際政治上の最重要課題として

浮上，その不均衡緩和，即ち公平の解決策が求められている。地域の富，個人

所得の不均衡是正問題を扱うには，政治的概念である公平（fairness）を法律

用語で衡平（equity）と置換える必要がある。西欧的地域主義，個人主義，い

わゆる利己主義が世界に浸透する今世紀は，衡平法でいう互有の権利と相互義

務，必要と充足（需要と供給）の適切なパランスを前提とする「衡平の回帰」

が最も重要なキーワードとなるだろう。また西欧のイデア（理想）とアジア的

リアリティー（現実）の議離，国際金融資本（市場主義）対歴史的風土（共同

体主義）の不調和を是正する新しいパラダイムの構築が必要である。地域の富，

個人所得の衡平は，国際河川及び圏内河川問題とも深い関係がある。

国境問題：水資源利用は極度に逼迫し経済，宗教，イデオロギー闘争に加

え，水争いが国境問題の火種となり，国際河川紛争解決が重要な課題となると

予測され，新しいパラダイムの構築が平和共存に必要とされている。国際河川

問題は，州－県境河川問題と共通する課題が多く，数百年の歴史的経験を蓄積

する日本の河川行政の経験を平和共存に生かすことが求められている。

今世紀初頭の水資源セクターの発展途上国援助ポリシーは，貧困層の救済を

核とし，ローカルアジェンダ21行動計画の達成と水セクターの財政再建を合体

したものとなると予測される。国際的に政府開発資金が不足する折，社会資本

整備における民間資金の役割が高まりつつあるが，投資リスクをどう軽減する

か，勤労の倫理をいかに高揚させるか，新たなビジネスモデ、ルの構築が大きな
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課題となっている。

国の内外を問わず，社会資本整備資金上の課題解決策として，民間資金の役

割の再構築と民間ビジネスとの協力関係構築を促進する制度が必要である。投

資リスク軽減対策には，企業基盤強化， リスク管理制度の強化等の，従来路線

の強化の他，国家外交政策（経済的制裁等）から全く自由な真のグローパル経

済活動の発展が必要である。

経済成長に必要な付加価値を生むものは，労働と生産意欲である。投資リス

クの判定には，従来のビジネスリスクに民間労働力と民間生産力のリスク評価

を加味する必要がある。個々人に労働意欲と生産意欲を高揚させるには，市場

至上主義一辺倒ではない勤労の倫理をいかに呼び起こすかにかかっており，東

洋的勤労の倫理の酒養を阻害するモラ ルハザードを最小にする制度作りが必要

である。

新旧のパラダイムの違いを表 3に示す。

表3 社会資本整備におけるパラダイムの変遷

20世紀型パラダイム

環境破壊

資湖、枯渇

経済成長優先

市場主義

地域所得格差・個人所得格差

（貧困層の拡大）

国家的尺度・経済的尺度

西洋的地域主義・個人主義

（利己主義）

水争い

大国の利己主義

公的資金基軸型ビジネスモデ

1レ

入国の干渉

市場競争倫理一辺倒

中間事項

環境と開発

衡平

国境問題

資金

新パラダイム

環境と開発両立（持続可能な開発）

持続可能な生産・消費

歴史的尺度（長期的なステップ）

人間性の回復

地域・個人所得の不均衡是iE（貧困

層の数i斉）

国家的尺度と個人的尺度のバランス

共同体主義（歴史的風土の尊重）

平和共存

互有の権利と相互義務

民間資本参加型ビジネスモデル

真のグローパル経済活動

勤労倫理（労働・生産意欲）

財政収支の均衡（受益者負担）

ハードサイエンス先導 ｜ 技術革新 ｜ソフトサイエンス先導

演鐸的（官僚的）実施プロセス ｜ディシジョン・プロセス ｜帰納的（民主的）実施プロセス

利害関係者参加型
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