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第1章 

現在、世界で何億人もの人々が安全な飲み水を利用できま

せん。気候変動はこれからも災害を引き起こし、コミュニ

ティの人々から住む家や生きる術を奪い去り、飲み水を汚

染させたり干上がらせたりすることでしょう。作物は枯れ

て収穫できず、人々の健康は感染症に蝕まれ、子供たちは

学校をやめざるをえなくなります。 

熱波、干ばつ、洪水といった異常気象の壊滅的影響に立ち

向かうためにコミュニティが最も必要としているものは、

持続可能で安全な水・衛生です。けれども、世界で4人に1

人は安全に管理された水を自宅で利用できません。 

ところが、英国地質調査所（BGS）とウォーターエイドが

実施した最新の分析で、アフリカ諸国――サハラ以南のほ

とんどの国々を含む――とアジアの一部の国には、すべて

の人が日々の必要を満たせるだけの水が隠れていることが

わかりました。その隠れた水とは、私たちの足のすぐ下に

ある水――地下水です。 

地面の下のほぼ全体、土や砂や岩の隙間に溜まっている地

下水には、何十万人もの命を救い、気候変動と闘う世界に

とっての保険となる可能性があります。 

地下水を役立てれば、コミュニティは干ばつや異常降雨の

ような徐々に迫りくる気候変動の影響に対処できるうえ、

すべての人に行きわたる安全な水を確保して、洪水のあと

の回復力も広い範囲で高めることができます。 

しかし、地下水を利用して気候変動の影響を緩和すること

ができるのは、地下水が慎重に管理され、十分な投資によ

って最も必要とする人々に水が届くしくみが整備されてい

る場合に限られます。そして、たいていの場合はそのよう

な状況にありません。 

地域によっては、地下水の発見、採取、処理、管理、分配

に必要な事業への投資が不十分なため、地下水の大部分が

手つかずのままとなっています。また、地下水をむやみに

採取して、特に農業セクターであまりにも大量に使いすぎ

ている地域もあります。いずれの場合も、命を救うこの水

が最も必要としている人々に届く分量はごくわずかです。 

地下水のヒ素汚染のため歩くと足

が痛むのでラバに乗るラム・ヤーダヴ

さん（インド、バーガルプル郊外の

村、2021年4月） 

小麦脱穀機のそばを歩いて通る少

年（インド、バーガルプル郊外の村、

2021年4月） 

基本的なサービスとは、汚染リス

クが低減されるよう改善された飲み水

用の水源・給水設備。「基本的な」と

みなされるためには、水くみにかかる

時間が往復30分以内の水源・給水設備

である必要があります。こうした水

源・給水設備は必ずしも信頼性の高い

ものではなく、実際に多くが一時的に

断水したり、不衛生な水を供給したり

しています。 

BGSとウォーターエイドは、存在する地下水の量、雨で

地下水が涵養される早さ、土壌が蓄えられる地下水の量

について、データを精査しました。 

そこからBGSとウォーターエイドの専門家が導き出した

結論は、国レベルで見た場合、アフリカのほとんどの国

には人々がなんとか生きていけるだけでなく、暮らしを

発展させられるほどの地下水があるというものでした。

このなかには、国民の半分しか自宅のそばで清潔な水を

利用できないエチオピアとマダガスカルや、マリ、ニジ

ェール、ナイジェリアの大部分が含まれます。 

地方レベルでは、地下水の採取が困難な地域や地下水が

汚染されている地域もありますが、調査の概算による

と、現在アフリカ大陸にある地下水の量は、干ばつが発

生しても最低5年間、場合によっては数十年間、人々が十

分な飲み水を確保できる量です。 

マリ 

 

この計算では、家庭の水使用量を1日1人あたり130リッ

トルとしています。これは、飲み水、料理用の水、洗う

ための水を十分確保して余りある量ですi。 

しかも、地下水は地表の下にあるため、ほかの水源――

池、川、泉、ダムなど――と比べて異常気象に対するレ

ジリエンスが高いうえ、ほとんど蒸発することもなく、

環境汚染の影響もあまり受けません。 

つまり、地球の気象がさらに過酷で予測不能なものにな

ったとしても、帯水層iiには十分な地下水が蓄えられてお

り、気候変動の最前線で暮らす大勢の人々のために、そ

の衝撃を和らげる役割を何十年にもわたって果たすこと

ができます。こうした人々にとって、日々の生活は現在

すでに苦難の連続であり、それは持続可能で安全な水・

衛生を利用できないことが原因なのです。 

ニジェール 

エチオピア 

 ナイジェリア 

 

ウガンダ 

 

基本的な飲用水サービス以上の

サービスを使用している人口 

マダガスカル 

 >99% 

50%～ 75% 

<50% 

該当なし 

基本的な飲用水サービス以上のサービスを

使用している人口の割合：JMP 2020 
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i. 英国における現在の水使用量の平均は1日141リットルだが、130リットルが改善目標。ドイツにおける現在の平均使用量は1日あたり121リットル。 
ii. 帯水層は岩や堆積物からなり、地下水を蓄える地層。 

75%～99% 

 



第2章：地下水の可能性 

 

通説とは裏腹に、アフリカには水がないわけではないこと

が、この新事実によって明らかになりました。 

しかし、潜在的に利用可能な地下水を実際に利用できる

とすれば、それは地下水利用に関する世界規模の複雑な

諸問題を乗り越えることができた場合だけです。たとえ

ば、サハラ以南のアフリカ各地では地下水がほとんど未

開発のままとなっている一方で、南アジアには地下水を

使いすぎている地域が数多くあります。こうした問題

は、専門知識や投資の不足と相まって、規制の不備、不

適切な管理、地下水や環境の汚染につながることも多

く、壊滅的な結果を招くおそれがあります。 

1. 未開発 

地下水は見えない資源です。その地下水を利用するに

は、採取が困難な地域では特に、私たちの足の下にある

地質についての知識が必要となります。 

地下水は量も質も一様ではありません。どれほどの量が

あるのか、飲み水に適した水質なのかどうかさえわから

ない地域もあります。 

こうしたことが詳しくわかっていないと、せっかく地下

水をコミュニティに供給しようとしも、残念ながら、時

間と資金の無駄になってしまいます。 

誤った場所に掘削井戸vを掘って水がまったく出なかった

り、水が出たとしてもすぐに干上がったりすることにな

ります。 

たとえば、ナイジェリアのエヌグ州には、掘削井戸を掘

るのに適した場所を見つけるのが困難な地域がいくつも

あります。というのも、地下の岩盤が主に粘土で形成さ

れているため、水の含有量が低いからです。したがっ

て、砂岩のような、岩盤に水が多く含まれる地域を探す

必要があります。ところが、このような調査には多大な

コストがかかります。 

エヌグ州では、地中の浅いところに溜まっている地下水

は汚染されている可能性があり、1年を通して利用できる

だけの量もありません。それにひきかえ、同じナイジェ

リアでもジガワ州は、地下の岩盤に大量の水が貯留され

ているため、掘削井戸を掘る場所を見つけるのもはるか

に容易です。 

別の例として、ウガンダのムポロゴーマ川流域には、家

庭の給水ニーズを長期的に満たせるだけの十分な地下水

源があります。ところが、この地域の一部地域では、10

人に3人が自宅のそばで水を利用できない状況です。 

マリ 

 
 

ニジェール 
 

エチオピア 

 ナイジェリア 

 

ウガンダ 

 

ルワンダ 

 

地下水利用による 

干ばつレジリエンス ブルンジ 

 
マダガスカル 

 
>50年 

10～ 50年 

5 ～10年 

現在の使用量と現在の人口にもとづき、1人1日

あたり使用量を130リットルとして、活発な涵

養はないと仮定した場合に、各国が貯留されて

いる地下水を潜在的に利用可能な年数 

サハラ以南のアフリカ諸国には、

干ばつが発生しても最低5年、たいて

いはそれ以上持ちこたえられるだけ

の地下水貯留量があります。ただ

し、地下から水をくみ上げて人々に

供給するには各種サービスへの十分

な投資が必要です。 

ウガンダ、ルワンダ、ブルンジは状

況が異なり、帯水層の貯留量が比較

的少ない地域に多くの人口が暮らし

ています。 

国単位の規模で見た場合、ほとんどのアフリカ諸国には飲み水として利

用できる地下水の貯留量が5年分以上あり、気候変動で長引く干ばつの影響を

緩和することが可能ですiii。 

サハラ以南のアフリカ諸国はすべて、地下水を利用して1日1人あたり130リ

ットルの飲み水を供給することができ、それでも利用量は長期的に涵養される

平均量の25％未満、ほとんどの場合は10％未満となりますiv。 

各国内には、地下水の揚水量が極端に多い都市部（エチオピアのアディス

アベバ、ケニアのナイロビなど）や人口密集地（ナイジェリアの一部など）と

いったホットスポットがあり、地下水の貯留量が少ない花崗岩や火山岩の帯水

層の場合は特に、現地の地下水を使い続ければいずれは枯渇するおそれがあり

ます。それでもやはり、貯留されている地下水を利用すれば、こうした地域で

も1～2年は干ばつの影響を緩和することができます。 

マリ 

 
 
 

ニジェール 
 
 

再生可能な地下水は、

降雨や地表水によって涵養

されます。一方、化石地下

水は大昔に地中に溜まり、

現在は降雨や地表水で涵養

されていない水です。 

この地図に記載されている

現在の使用量には、農業

用、家庭用、工業用の水が

含まれます。 

エチオピア 

 ナイジェリア 

 

ウガンダ 

 

再生可能な地下水の利用予測 

>50% 
 

25%～50% 
 

10%～25% 
 

5%～10% 

マダガスカル 

 

1%～5% 

<1% 

現在の使用量と現在の人口にもとづき、

1人1日あたり使用量を130リットルとし

て、1年間に再生可能な地下水を採取す

る割合 

iii. 地下水がほかの目的に使用されないと仮定した場合。 
iv. 国単位の規模で見て、地下水がほかの目的に使用されないと仮定した場合。 
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v. 掘削井戸は、地中深くまで掘削機で細い穴を掘り、水をくみ上げる井戸。 



第2章：地下水の可能性 

 
2. 過剰使用 

サハラ以南アフリカ以外の地域では、地下水が過剰に使われています。調査

チームが明らかにしたところによると、サハラ以南のアフリカが抱える問題

とは逆に、インド北部、パキスタン、バングラデシュの広い範囲では通常、

降雨で期待される年間の涵養量より多くの地下水が使用されています。 

そのため、干ばつの間に水の供給が持続不可能となり、最も必要なときに水

がなくなってしまうおそれがあります。 

南アジア諸国のなかには、大規模農業の地下水使用量が、くみ上げた地下水

量の90％を占めているところもあります。その結果、村の井戸が干上がった

り、コミュニティや医療センター、学校で日々の暮らしに必要な水が足りな

くなったりする可能性があります。 

たとえばパキスタンでは、くみ上げた地下水の94％が灌漑に使われていま

す。増加の一途をたどるパキスタンの人口のため、そして輸出のために、農

業の生産性をさらに向上させて食料を供給したいという切なる思いが、地下

水という資源の過剰使用と劣化を生んでいます。 

都市化と気候変動の影響が重なり、現在パキスタンは世界で最も水ストレス

の高い国のひとつになろうとしてます。また、近年のパキスタンでは法律や

政策の改善が進んでいるにもかかわらず、ほとんどの法律にはまったくと言

ってよいほど地下水源の保護や涵養に関する規定が盛り込まれていません。 

畑のそばで水浴びをする農家の人。

この地域は地下水中のヒ素とフッ化物

の含有量が危険なレベルに達し、その

影響を受けています（インド、バーガ

ルプル郊外の村、2021年4月） 

3. 規制の不備と不適切な管理 

規制がない場合、個人や企業、政府は地下水を過剰に採

取しがちです。そこから水の取り合いが生まれ、地下水

の揚水コストが上昇して、飲んだり洗ったりするために

使える水の量に影響を及ぼします。規制がないまま持続

不可能なかたちで地下水を使用し続けた場合、その帰結

として訪れる最大の問題は、不平等の深刻化です。浅い

井戸が干上がってしまったら、水を必要なだけ手に入れ

られるのは、もっと深い井戸を掘る財力のある人たちだ

けになってしまいます。 

地下水の過剰使用は土壌の構造を破壊し、土壌に塩が溜

まることにもなりかねません。そうなると作物は根が傷

み、あまり育たなくなります。沿岸地域では、海面上昇

が原因で地下水の塩化が進むこともあります。塩化する

と水は飲めなくなり、処理が極めて困難です。地下水貯

留量の減少が長期にわたった場合、取り返しのつかない

地盤沈下を招く可能性もあり、その場合は洪水のリスク

が拡大したり、帯水層が蓄えられる水の量が減少したり

するおそれがあります。 

たとえば、今年のG20開催国であるインドネシアは、浅い

帯水層から地下水を採取しすぎたために地盤沈下が起こ

り、首都の移転を検討しています。地盤沈下と海面上昇

が相まって、ジャカルタは壊滅的な洪水被害のリスクに

さらされているのです。 

地下水の過剰採取をなくすには、認可制の導入と法的枠

組みの改善が役立ちます。しかし、万能な解決策はあり

ません。現地の状況はもちろんのこと、地下水を利用す

る個々の集団のニーズも考慮して、持続可能なかたちで

地下水を使用できるようにする必要があります。 

地下水の潜在的な可能性を活かすには、地下水を利用可

能な状態にして最も必要としている人々に届けるため

に、知識、インフラ、保守（掘削機や揚水装置など）へ

の投資が必要です。さらに、制度も整備して既存の給水

体制を支え、地下水に規制をかけることで、地下水をす

べての人々が利用し、いつまでも使い続けられるように

保護することができます。 

水くみ用の陶製の壺（パキス

タン、ラブ・ディノ・カスケリ

村、2021年7月） 

ソマリ・デヴィさん。現地コミュニティの人々が深刻なヒ素

汚染に苦しむビッチュ・ケ・デラの自宅にて（インド、ビハー

ル、2021年2月） 
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第3章 

村の池から水をくんで、歩いて家に帰るカリマトゥさん

（17歳）（ナイジェリア、アダマワ、2021年2月） 

コミュニティスクールで水質検査をおこなうウォーター

エイドの専門家チーム（インド、バーガルプル郊外、2021年

4月） 

5. 地下水の汚染 

南アジアの一部など、地域によって

は地下水がもともとヒ素やフッ化物

で汚染されているところがありま

す。この地下水を未処理のまま使用

すると、病気になったり、命を落と

したりすることさえあります。 

たとえばインドでは、北部にあるウ

ッタル・プラデシュ州とビハール

州、東部にある西ベンガル州で、ヒ

素汚染の被害が出ています。オディ

シャ州には高濃度のフッ化物、鉄や

塩の被害を受けている地域がいくも

あります。インド中部と南東部の各

地も、硝酸塩や鉄による汚染レベル

が高くなっています。 

ウォーターエイド・インドはHalma 

Plcと協力しながら、ヒ素とフッ化

物の汚染被害を受けているビハール

州で、コミュニティの知識とスキル

を高める活動を実施しています。 

清潔な水、適切なトイレ、正しい衛

生習慣は、基本的人権です。 

だからこそ、気候に対して脆弱なコ

ミュニティを気候変動の被害から守

り、「2030年までに世界中のすべて

の人に持続可能で安全な水と衛生

を」という、国連が掲げる持続可能

な開発目標（SDGs）の目標6を達成

するために、いますぐ行動する必要

があります。 

したがって、ウォーターエイドと

BGSは、右の事項の重要性を強く訴

えます。 

1. 気候変動への適応において地下水が果たすべき役割を認識し、地下水

が十分にある地域では、人々が持続可能で安全な水を利用できるよう

に、持続可能なインフラと事業の運用に資金拠出すること。 

2. 水・衛生という不可欠なリソースから疎外されているコミュニティの

ために、国の年間予算から一定割合を拠出し、国内外のドナーや民間セ

クターからの資金を増強して、水・衛生ファイナンスを拡大すること。 

3. 水質がよいだけでなく、持続可能かつ経済的な方法で採取可能な地下水が

どこにあるかを判断し、その地下水を最大限に活用するために、地球の地表

下のマッピングとモニタリングの向上に資金拠出すること。 

4. 規制強化や供給量のモニタリングによって地下水の過剰使用を避けること

で、その供給リスク（汚染、乱採取など）を低減すること。 

5. 掘削井戸は有資格者が掘削を監督し、掘削井戸の品質管理規制に準拠する

こと。 

6. 地下水のデータと現地の専門知識を用い、気候の影響を受けやすいコミュ

ニティを第一に考えた、包括的かつ資金拠出対象として適した給水プログラ

ムを開発・設計すること。 

7. 2022年11月の国連気候変動枠組み条約 第27回締約国会議（COP27）にお

いて、気候危機の最前線で暮らすコミュニティを守るために、命を救う持続

可能で安全な水・衛生を確保するには、責任ある地下水開発と、それに必要

な知識、専門性、資金、制度への資金拠出が重要であるということに合意す

ること。 

バーガルプル郊外で暮らすマノ

ハールさんは、水質が悪くヒ素濃度

が高い水のために、ヒ素角化症を患

っています（インド、2021年4月） 

汚染された水を使って水浴びを

するマノハールさん（インド、バー

ガルプル郊外、2021年4月） 
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4. 環境汚染 

地下水は環境汚染の影響も受けています。集約農業で与

えすぎた肥料や農薬が帯水層に浸透することもあれば、

規制のゆるい業界で使用している有害化学物質が混ざり

合って土壌にしみ込むこともあります。 

衛生設備の管理不足による地下水の汚染も大きな問題で

す。急速に発展しつつある都市の多くでは下水のインフ

ラ整備が追いつかず、農村地域ではトイレと掘削井戸の

場所が近すぎる場合に地下水汚染が問題となります。 

たとえば、エチオピア、ウガンダ、マラウイで最近実施

された掘削井戸の調査では、農村地域の手押しポンプ式

井戸の20％で水の中に大腸菌が見つかりました。これ

は、掘削井戸の周囲がしっかりと密閉されていないため

に、近くのトイレから出た汚水がポンプの取水口に流れ

込んだものと考えられます。 

この問題は、気候変動でさらに悪化することも少なくあ

りません。脆弱なしくみの衛生設備が洪水で水に浸かっ

た場合、さらに飲み水が汚染されてしまいます。 

こうしたことが発生するのを防ぐひとつの方法として、

水文地質学の研究と衛生設備の調査を用いる方法があり

ます。この方法で、手押しポンプは地下水が汚染されな

い場所にだけ設置することが可能となります。 
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2021年の終わりから2022年はじめにかけて、ウォーターエイドとBGSは気候

変動の影響を緩和する要素として、アフリカとアジアの一部地域にある隠れた

地下水源の可能性を探るため、各種データの分析をおこないました。 

利用可能な地下水の貯留量に関するデータは、アフリカについてはMacDonald 

A Mらの研究 (2012年)1、南アジアのインド-ガンジス盆地 (IGB) 帯水層につい

てはMacDonald A Mの研究 (2016年)2を、控えめに見積もって利用しまし

た。 

現在の地下水揚水量は、アフリカについては地下水の使用をすべて考慮に入

れた全球水資源モデル (Sutanudjaja E H他、2018年3、Wada Y他、2014年)4

の揚水モデルを使用し、IGBについては報告されているデータ (MacDonald 

A M他、2016)２を使用して算出しました。アフリカの家庭における潜在的な

地下水揚水量は、人口メッシュデータ (世界都市人口予測、2018年)5 を用

い、1日1人あたり130リットルとして算出しました。 

降雨による長期的な平均地下水涵養量は、アフリカについてはMacDonald 

A Mらの研究 (2018)6のオープンアクセスデータを利用し、IGB帯水層につい

ては年間降水量の15％として概算しました。IGBの総地下水涵養量は、大規

模水路網から戻ってくる灌漑用水もあるため、この概算値を2倍した数値と

しています。 

水ストレスは、BGSの地図に「再生可能な地下水の利用予測」として表示さ

れています。この数値は、南アジアにおける実際の地下水揚水量と、アフリ

カの家庭における現在の地下水揚水量に潜在的な揚水量を加えた数値を使用

し、それを年間涵養量で除算して算出しました。SDGs目標6の達成指標で

は、利用できる再生可能地下水のうち採取されている量が25％未満である場

合の水ストレスを”低”としています。アフリカの水ストレスは各国別にまと

められており、現在の地下水揚水量と予測揚水量が含まれています。 

干ばつの影響を緩和する能力は、BGSの地図に「貯留地下水の年間使用量」

として表示されており、これは実際に利用できる地下水の貯留量を年間揚水

量 (涵養量を除外) で除算して算出しています。「地下水利用による干ばつ

レジリエンス」はアフリカの各国別に表されており、涵養量をゼロとして揚

水を継続した場合に、その国で実際に利用可能な地下水貯留量の10％が使用

されるまでの年数が算出されています。わずか10％でも地下水の貯留量が減

少すると、地表水に対する環境被害が発生するおそれがありますが、それで

もまだ帯水層から飲み水を採取することは可能です。 

2 

3 

4 

5 

6 

掘削井戸で水くみをする女性と

子供たち（マラウイ、チシ島、2020

年10月） 
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For more information, please contact: ウォーターエイドは、今世代のうちに

清潔な水、適切な衛生設備、正しい衛

生習慣を世界中のすべての人にとって

あたりまえにすることを目指す国際

NGOです。生活に不可欠なこの3つを

確保する取り組みを継続してはじめて

人々の暮らしを恒久的に改善すること

ができます。 

英国地質調査所（BGS）は、地質調

査と地球科学において世界をするリー

ドする団体であり、主に政府のための

公共に資する科学および地球と環境の

プロセスを理解するための研究に取り

組んでいます。BGSが描くビジョン

は、健全な地球科学ソリューションを

ベースとした、より安全かつ持続可能

で豊かな地球と未来です。 

英国： 

Anna Ford 
News Manager 
annaford@wateraid.org 

Rik Goverde 
Global Head of Media 

rikgoverde@wateraid.org 

pressoffice@wateraid.org 
+44 (0)7887 521 552 

米国： 

Emily Haile 

Senior Communications and 
Media Manager 

ehaile@wateraidamerica.org 

インド： 

Debesh Banerjee 
Manager, Media and 

Communications 
debeshBanerjee@wateraid.org 

オーストラリア： 

Caity Hall 
Communications Manager 

caity.hall@wateraid.org.au 

カナダ： 

Onome Oraka 

Head of Communications 
and Brand 

onomeoraka@wateraid.org 
+1 (613) 230-5182 

スウェーデン： 

Staffan Landin 
Communications Manager 

staffan.landin@wateraid.se 
+46(0)8-677 30 21 

日本： 

杉山真里菜 

コミュニケーション・オフィサー

marinasugiyama@wateraid.org 
+81-3-6240-2772 

執筆：Anna Ford 

協力：Vincent Casey、Rik Goverde、Dr Virginia Newton-Lewis (以上ウォー

ターエイド)、Prof Alan MacDonald、Dr Kirsty Upton、Calum Ritchie、

Hannah Pole (以上BGS)。本報告書で取り上げた各国ウォーターエイドプログ

ラム関係者の皆さまに感謝申し上げます。 

表紙（上）：村の池から水をくんで、歩いて家に帰るカリマトゥさん（17歳）

（ナイジェリア、アダマワ、2021年2月） 

表紙（中）：小川で水をくむキッサ村の人たち。この小川の水は乾期になると

徐々に干上がってしまいます。その間、現地の人たちは地面をさらに掘って、な

んとか新しい水源を確保せざるをえませんが、たいていの場合はそれも一時しの

ぎにしかなりません（ナイジェリア、アダマワ、2021年2月） 

表紙（下）：ヒ素中毒の症状が現れたマジャーニ・デヴィさんの手。ビッチュ・

ケ・デラの水はヒ素汚染が深刻な状況です（インド、ビハール、2021年2月） 
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