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伝統的な家と雨を大切にする暮らし	

	雨水タンクを設置することができました。設

置されたのは、木、土、石、ゴーバル（牛糞）

でできたワルリ族の伝統的な家屋のすぐ横で

す。	

	 家屋は、雨季には湿った温かい空気を逃がし、

冬場には熱を保持し、村人の快適な暮らしを長

年支えてきました。

ところが十数年前か

らインド政府がレン

ガづくりの家を推奨

し、補助金を出しま

した。伝統的な家屋

は「非文明的な家」

と位置付けられたの

です。安く家が建て

られる政策は、最初

は歓迎されましたが、

マイナスの部分もあ

り、違和感が広がっ

ていきました。	

	 ちょうどその頃、

ガンジャード村の

人々と日本のＮＰＯ

法人「ウォールアー

トプロジェクト」（代

表おおくにあきこさ

ん）との出会いがあ

りました。このプロ

ジェクトは村の学校

舞台に国際的な芸術

祭「ウォールアートフェスティバル」を開催し

てきました。学校の壁にアーティストが絵を描

き、子どもたちとその保護者に学校に足を運ん

でもらうきっかけを作るのがねらいです。現地

コーディネーターの浜尾和徳さんが、ガンジャ

ード村に住み込み、村の有志の若者たちと実行

委員会を組織し、ワルリの人々と日本人のアー

ティスト、ボランティアが一体となって芸術祭

アメとタネのはなし	 第２回世界森会議より 
水ジャーナリスト、アクアスフィア	 水教育研究所 
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をつくりあげました。	

	 アーティストやボランティアは絵画を完成

させるまでの期間、村の伝統的な家屋に泊り込

みました。それが木、土、石、ゴーバルの家で

す。その快適さは、日本人を魅了しました。そ

のことをワルリ族の実行委員会メンバーに伝

えると、「実は、レンガとタイルの家より、木、

土、石、ゴーバルの家の方がよかったと思って

いる」という声が上がりました。語らいの中で、

新しいプロジェクトが立ち上がりました。彼ら

の伝統的な家を再生し、そこを拠点にした新た

な学び合いの場をつくっていこうという「ノコ

プロジェクト」です。「ノコプロジェクト」は

ワルリ族の生活に学びながら、日本の暮らしに

関わるデザインを融合させ、これからの暮らし

を考え、発信する拠点をめざしています。	

	 家が完成し、次は水の確保が課題になりまし

た。方法はいろいろありますが、大切なのは村

の風土、村人の考え方に合った技術であること

です。現地の自然をプラスにとらえること、地

域にある低コストの材料を活用し改善するこ

と、現地の人が簡単に実行できる方法を考える

こと。そうした視点で話し合った結果、雨水活

用を行うことになりました。村の営みの中心に

は常に自然があります。これまではあまり意識

されていなかった雨という恩恵を暮らしに生

かすことは、村人の考え方にも合っているよう

に思いました。	

	 村には、年間約二一六〇ミリの雨が降ります。

日本の年間降水量が約一七〇〇ミリですから、

数字の上では日本以上に雨に恵まれています。

ですが、二一六〇ミリ中の約二〇〇〇ミリは六

〜九月の四か月間に集中しています。残り八か

月の雨量は約一六〇ミリであるため、たちまち

水不足に陥ります。雨季の大きな流れが乾季に

なったとたんに姿を消し、「あれは川ではなく、

雨水の流れだったのか」と驚くこともしばしば

です。	

	 雨水活用は、屋根に降った雨を貯めます。こ

の村の降水量から計算すると、面積三〇平方メ

ートル（三メートル×一〇メートル）の屋根な

ら、雨季の間に五万四〇〇〇リットルの雨がた

まります（ロス分を一〇％として算出）。一人

が一日五〇リットルの水を使うと考えると、雨

水だけで三人分の年間生活用水が貯められま

す。現在はほぼ捨てられている雨水を大切に使

うことはできないだろうか、というのがこの計

画のはじまりでした。	

	

マジックに乗って買い出し 

	 雨水活用に欠かせない材料が雨樋、集水口、

タンクです。日本ではホームセンターなどで簡

単に揃いますが、ガンジャード村では容易くは

ありません。車で一時間ほどの隣町・ボイサー

まで買いに行きました。雨季のインドは曇りが

ちで、雨が降ったり止んだりしています。気温

は三〇度を超えていますが、日差しがないので

乾季のように肌がヒリヒリすることはなく、む

しろ湿度が高いので低音サウナにいるような

感覚になります。	

	 プロジェクトメンバーは「マジック」という

小型タクシーに乗り込みます。道中潮風を感じ

ます。この地域はアラビア海に近く、村から海
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までは車で三〇分ほど。心地よい風に吹かれな

がら、村の若者が「最近、地下水が減ってきて

いて、井戸水に潮が混じることがある」と言っ

ていたのを思い出しました。地下水は地面を流

れ、海に入るものもあります。地下水と海水は

相互に押し合い一定のバランスを保っていま

すが、地下水の流量が減ると、海水が陸のほう

へ入ってきます。海水に侵された水は飲料水、

生活用水としては使えません。地下水の減少に

ついて村人たちは「井戸を掘り過ぎたからだ」、

「レンガを焼くために森林を抜粋した影響で

山に保水力がなくなっているからだ」などと言

っていますが、はっきりしたことはわかってい

ません。ですが雨水活用が広がれば、地下水頼

みの生活から脱却でき、地下水の減少を食い止

めることができるかもしれません。	

	 デコボコ道に体を預けながら、マジックの車

窓から人々の生活を垣間見ることができます。

グリーン、オレンジ、黄色など華やかな衣服を

身にまとった女性たちが水を運んでいる様子。

バナナ、オレンジ、リンゴ、ナシなどが並ぶ屋

台。軒先に洗濯物を干す女性。牛を移動させる

男性。まちの人たちが雨水を活用する様子も気

になり、屋根の材質や形状や、雨樋の有無、タ

ンクの有無にも自然と目がいきます。屋根はい

たってシンプルで木枠の上に何かを置いただ

けです。波型の新建材の置かれた屋根には雨樋

のようなものがついている場合もあります。で

も、それは軒下に雨水が落ちないようにするた

めに取りつけられたもので、雨水を集めて使う

ことを目的にしたものではありません。プラス

チックの容器に雨水を集めている様子をとき

どき目にしますが、それらは無造作に置かれ、

たまたま雨がたまっているという感じです。

「あの水は何に使っているのか」と現地の人に

聞くと、「とくに決まっていない。たまに足を

洗うときに使うくらいかな」という答えでした。	

	

試行錯誤しながら材料を揃える 

	 雨水を貯める方法はいろいろあります。容器

はどのようなものでもいいし、地面に穴を掘り、

そこに防水シートを張って水を貯めてもよい

のです。それを決めるのは用途です。村の若者

たちからは「雨季に雨水を貯め、乾季にキッチ

ンガーデンをつくりたい」、「生活用水として使

いたい」などの意見があがりました。農業用の

水であれば、水質にこだわる必要はありません。

地面に穴を掘って貯める方法で十分です。ただ

生活用水に使うのであれば雨水に汚れが混じ

らないよう注意する必要があるので、埃などが

入らないよう密閉できるタンクが必要になり

ます。水を貯留するにはコンクリートやモルタ

ル、あるいはプラスチックが適しています。雨

水タンクの設置場所がオーガニック農園の一

角であることから、「ここに石油製品であるプ

ラスチックタンクがあるのは違和感ある」とい

う声がありました。「木や土でタンクをつくる
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ことはできないだろうか」という声もありまし

た。できなくはないのですが、木のタンクは水

質に影響を与えてしまい、土を焼いてつくった

タンクは強度や大きさに課題があります。一方

で、「雨水活用のモデルとして設置するのだか

ら生活用水にも使えるプラスチック製の密閉

型タンクのほうが村人に説明しやすい」という

声もありました。どの方法も一長一短あるなか

で話し合いの結果、一〇〇〇リットル入るプラ

スチックタンク（四五〇〇ルピー・日本円で約

九〇〇〇円）を二つ買うことにしました。	

	 プラスチックタンクは大きく分けて、据え置

き型と埋設型がありました。村の若者のなかに

は、「景観に配慮して埋設型がよい」という意

見がありました。たしかにその通りです。一方

で、「今回は初めて雨水タンクを設置するので、

村人にタンクの存在や配管のしくみなどをじ

っくり見てもらう必要がある」という意見もあ

りました。こちらももっともな意見です。話し

合った結果、据え置き型にすることにしました。

ボイサーの町ではタンクのほか、配管に必要な

パイプ、蛇口、接続部品なども揃えることがで

きました。	

	 午後からは村へ戻り、雨水タンクへパイプを

取付けます。日本ではパイプ用の穴は専用のカ

ッター、ドリル、ヤスリなどを使ってつくりま

す。しかし、そうした道具は村にはなさそうで

した。出発前にメールで「穴を開けられるか？」

と尋ねると「心配ない」という答えでした。村

の若者たちが用意したのは火と木と鉄パイプ。

開けたい穴と同サイズの鉄パイプを熱し、ぎゅ

っと押し付けてワイルドに焼き切ります。早く

て正確な穴が開くので作業は予定通りに進み、

雨水を貯めるタンクは完成です。	

	

雨樋と集水口をどうするか 

	 もう一つの課題は、屋根に降った雨水をどの

ようにタンクまで導くかということです。前述

したように一般的には雨樋を使います。もう一

つのアイデアは竹でつくる雨樋です。竹を二つ

に割り、節の部分をとれば雨樋になります。よ

い案だと思ったのですが、現地の竹は節の部分

が硬く、現地の工具で取り去ることがなかなか

できません。	

	 そこで雨樋を基本としながらも、ネットを使

うことを試しました。網目の細かいネットを重

ねて、屋根の水をタンクまで導きます。ネット

にした理由は三つありました。一つ目は穴が空

いているので風に強いこと、二つ目は網目部分

で汚れを吸着できること、三つ目は乾季の朝に

霧をキャッチできること。ダハムの町でなるべ

くきめ細かなネットを買い、村のテーラーで仕

立ててもらいました。	

	 完成したネットを軒先に設置し、水がタンク

の集水口に集まるように調整します。そのうえ

でネットに水を流します。ペットボトルのおし

りに細かな穴をあけ、擬似的な雨を降らせてみ

ました。しかし残念ながらネットの穴から水が

漏れてしまい、集水口まで届いたのはほんのわ

ずかでした。おそらく親水性の素材と撥水性の

素材の組み合わせが必要だと思います。村の中



一 5 

で見つけるのはなかなか難しいでしょう。そこ

で村の中で簡単に手に入る素材でつくること

にしました。それは細い竹とビニールシートで

す。これらを組み合わせ軽量のエプロンルーフ

（張り出し屋根）をつくりました。これならば

不安定な瓦屋根にもとりつけることができま

す。取り外しが簡単なので風が強い日にはしま

っておいたり、埃などで汚れた場合に掃除をす

ることもできます。	

	 また、買ったネットは小さく切って折りたた

み集水口に差し込みました。こうすることで雨

水タンク内にゴミや塵が入ってくるのを防ぐ

ことができます。生活用水に使う場合、こうし

た工夫が大切になります。最後に雨水タンクに

蓋をし、通気部分や開口部、ドレン管、オーバ

ーフロー管などに防虫ネットを取り付けまし

た。これでボウフラ等の発生をある程度抑える

ことができます。	

	

九月六日、世界森会議 

	 完成した雨水タンクは、九月六日にガンジャ

ード村で開催された第二回世界森会議で披露

されました。約二〇〇人の村人が参加して、雨

水タンクに興味をもってくれました。	

	 雨水タンクを設置した家の屋根は、上から見

ると四つの三角形を組み合わせた形をしてい

ます。面積としては十二平方メートルあるので

雨季の間に二万一六〇〇リットルを蓄えられ

る計算になります。村の若者たちとは、この水

をどのように使っていくかという話になりま

した。雨季にはどんどん水が溜まっていきます

から、井戸水ではなくこの水を使うとよいでし

ょう。水汲みの負担が軽減できますし、地下水

を大切にとっておくこともできます。これまで

井戸に依存していた生活が、雨季には雨水を使

う生活に変わると、地下水使用量を減らすこと

ができるでしょう。また、村の地下水を調べて

みたところ、硬度が高めの水だとわかったので、

洗濯に雨水を使うことで洗剤の使用量を減ら

すことができます。硬度の高い水だと洗剤は泡

立ちにくく、硬度の低い水だと泡立ちやすいの

です。少量の洗剤で泡立つということはすすぎ

に使う水も少なくてすむということなので、水

の使用量は少なくてすみます。	

	

水と種を自分たちで確保する 

	 雨季には貯めておいて乾季にキッチンガー
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デンをやりたいという意見もありました。乾季

に少しでも自分たちでつくるということが、村

の人にはとても大切なのです。タンクの量を増

やし、節水型の農業を試みるなどの工夫が必要

ですが、年間二〇〇〇ミリ以上の雨を上手に使

えば、乾季に小規模な農業を行うことはできる

でしょう。	

	 さて、会議では数名が話をしましたが、マイ

ソールでエディブルスクールヤードを運営し

ているマヌさんの農業の話が印象的でした。イ

ンドの農業の話を軸に食、種、経済、行政など

を横断して話された迫力のレクチャーでした。

インドでは都市部を中心に、食料が、どこで、

どのように作られているかを知らない子供た

ちが増えています。きれいに整ったスーパーで

売られている野菜しか見たことがなく、生産現

場が想像できないのだそうです。また、農業の

担い手も減っていて、子供たちにとって人気の

ない職業になってしまっていると話していま

した。	

	 食べものは私たちにとって基本です。ですが

食べものは、お金を支払って買うものであって、

自分たちで作るものではなくなっています。す

ると生産現場で起こる異変に気付きにくくな

ります。	

	 いま進みつつあるのはグローバル企業によ

る食の支配です。マヌさんは会議のなかで、種

子の大切さを語っていました。	世界的には種

子の支配が戦略的に行われており、遺伝子組み

換え技術と種子、その特許による大企業の市場

支配が、世界中に大きな波紋を投げかけていま

す。	

	 現在、米国の大手農業化学企業である、モン

サントなど多国籍企業が、世界の遺伝子組み換

え種子の九〇％を開発・所有しています。	そ

して自ら開発した遺伝子組み換え種子はもち

ろんのこと、その他の在来種の種子まで特許申

請により、その技術と種子に対して「知的財産

権」」を取っています。	そうすると、特許の付

いた種を農民が自分で種を取って、それを蒔い

てまた新しい作物を作るということは特許侵

害になります。	だから種は特許料が上乗せさ

れた金額で、モンサントから新しく買うしかな

くなるのです。			

	 日本の食料自給率は約四割を前後しており、

世界で食料が不安定化した際には大きな影響

を受ける構造になっています。タネの世界では

さらに自給率が低く、野菜のタネに関しては、

八割～九割を輸入に依存しています。一方、国

内でしっかりタネ取りが行われているのが、日
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本の食卓を支える主要な農作物である米や麦、

大豆です。こうした作物に関しては、国や都道

府県の試験研究機関や農協と農家等が連携し

て育種＝タネ取りがされてきました。	

	 そのタネ取りを守ってきたのが、稲、麦、大

豆のタネの生産や普及を都道府県に義務づけ

る「主要農作物種子法（以下種子法）」でした。

種子法は、タネの品質を保持し、農家に安定し

た価格でタネを供給するという大きな役割を

担ってきました。種子法は食料確保を目的に一

九五二年に制定された法律です。制定の理由に

は、戦中・戦後の混乱で国家的なタネ取りが機

能停止に陥り、種子の品質が低下し生産普及体

制の立て直しが必要であった時代背景があっ

たそうです	。	

	 その種子法が来年四月に廃止されることに

なりました。種子法廃止の最大の問題は、これ

まで「税金(地方交付税)」を使い、各都道府県

や公的機関、農協、農家が協力して、精密機械

並に精緻に「原種、原原種、優良種」である種

を各圃場で生産し、農家に多様な種を「安く」

提供していた仕組みに対し、予算がつかなくな

ることです。	

	 種子法が廃止され、都道府県の圃場管理の予

算がなくなると、間違いなく種子の価格は上が

るでしょう。そして過去何十年という期間、税

金を使い、日本の都道府県が蓄積してきた「種

子のノウハウ」が、外資系を含む企業に提供さ

れてきます。最終的に、日本の種子産業はモン

サントに代表される巨大アグロバイオ企業に

支配されることになるでしょう。	

	 水と種。これらは生活の基本であり、私たち

の先祖は確保するために血と汗を流したので

した。当然ながら水も食べものも生きるために

自力で確保するものでした。しかし、現在では

どこかで誰かが供給してくれるのを飲んだり、

食べたりするだけの消費者です。本当にそれで

いいのでしょうか。水や食べものをできるだけ

自分たちの力で確保したい。ノコプロジェクト

で雨水活用をはじめたのには、そんな思いがあ

りました。雨水活用をはじめたガンジャード村

の若者たちは地元の種を守るシードバンクを

つくろうとしています。	

	 巨大グローバル企業は命の源である水や食

べものを独占しようとしています。そして、そ

うした情報は私たちの元へはほとんど入って

きません。水と種を抑えられたら、私たちはど

うなるのか。そんなことを考えさせられたイン

ド行でした。ガンジャード村は途上地域ではな

く、手本にすべきことが多いと感じました。（終）	

	

はしもとじゅんじ 1967 年、群馬県生まれ。「水ジャーナリス

ト」として水問題の起きている現場、解決方法の調査とメディ

アでの発信。「アクアスフィア 水教育研究所代表」として、水

リテラシーの普及活動（国や自治体への政策提言やサポート、

子どもや市民を対象とする講演活動、啓発活動のプロデュース）

を行う。近著は『100 年後の水を守る 水ジャーナリストの20

年』（文研出版）、『67億人の水』（日本経済新聞出版社）、『日本

の地下水が危ない』（幻冬舎新書）、『通読できてよくわかる水の

科学』（ベレ出版）、『いちばんわかる企業の水リスク』（誠文堂

新光社）など。 


