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乾燥地の水（VI)

一 一アフカ、ニスタン械告一一

宮本 正史

生活用水

アフガニスタンのよ うな乾燥 した気候で、暮していると ．お茶がとても貴重

な ものに思われてく る。長いパスの旅を続け ， ほ こ りま λ.~'Lにな って目的地

に着 くと，なにはともあれチャイハナ（茶店）でお茶でも一杯という ことに

なる。カラカラになった喉を癒すにはお茶が一番で、ある『アフガニスタンで

は街道筋に当る集落には必ず旅人のためにチャイハナがある。たとえどんな

辺齢なと ころであっても 1軒のチャイハナは欠かすこ とのできなレものなの

である。それは旅人ばかりでな く，チャ イハナが村々 の唯一の想いの場所と

なっているところが少な くなL、からである。カ ンカン照りの昼下り ．男達は

チャイハナに集まって談笑にふける。道路に床机をもち出しただけの粗末な

造りのチャイ ハナではあるが，そこには人々の想える陽陰があり，そのうえ

乾きを癒してくれるお茶があるわチャ イハナは，そのよ うなわけで－人々の集

会場でもあり，また旅人が飲食ばかりでな く脳泊りする場所をも提供してく

;i'tる

チャ イハナで飲むのはチ ャイ ・シーアと呼ばれる紅茶とチマイ ・サブスと
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呼ばれる緑茶の種類である。この 2種類のお茶はどんな山奥に行っても必ず

用意されている。お茶が 2種類あって，それがどこでも飲めることなどは日

本の常識で考えれば別に大したことでもあるまい。 しかし，アフガニスタン

のような，まあ市街と呼んでもさしっかえないような街が十指にも満たない

ところで，しかもそれらの街を一歩離れるとたった 2種類の食事しかで、きな

いことを考えると，これは余程たいしたことなのである。ともかくどこへ行

っても 2種類の食事ーしかできないといった単調な土地柄でお茶が 2種類飲め

ることは救いである。チャイ ・シーアもチャイ ・サブスも共に小さなポット

にはいって出てくるc 普通の湯呑にして 4杯か 5杯の分量である。料金は砂

糖なしで 1アフカニー（約5円），砂糖がつくと 2アフガニーといったところ

が相場である。いわゆる紅茶であるチャイ ・シーアばかりでなく，緑茶であ

るチャイ ・サブスにも砂糖をいれる。いれるといっても湯呑の底に砂糖を入

れておき，お茶を注いで， 別段かきまぜもせずにほっておく。湯呑の 1/3程

も入れた砂糖も 4～ 5杯のお茶を飲むうちには自然に溶け出し，な くなって

しまうとL、うわけである。お茶の値段が約5円といっても，大体単純な肉体

労働者の日当が25アフガニ ー，約 125円であることを考えれば， これは決し

て安い値段ではなL、。 それに砂糖もアフガニスタンでは貴重である。特に辺

部なところでは，注文しても砂糖の用意がないことがあった。 しかしお茶

の他にはアルコールはもとよりコ ーヒー，コーラのたぐし、も手に入らないと

ころでは，飲料としてお茶の果たす役割にはわれわれの想像以上．のものがあ

る。お茶の値段にしてもこのように考えてみれば，われわれの基準で単純に

比較できるものではなし、

このようにお茶が彼らの生活に深くかかわり合うようになったのはなぜ、で、

あろうか。その理由の 1つとして生水のまずさが挙げられるのではなかろう

か。単にまずいということばかりでなく保健 ・衛生上の理由もあろう。アフ

ガニスタンの河川は形態も日本のものと著しく異なっているが，流れている

水の質も異なる。土流部からむき出しの大地を流れ下．ってくる水は常に細か

い土砂で濁っており，日本の渓谷で見られるような透明な水はどこにも見受

けられない。ことに都市部では上流での人為的な汚渇が加わってくる。いか

に流れる水は3尺流れ下れば清いとはし、っても，これは程度問題である。こ

のような水を飲料水として利用しなければならないとすれば，水を加工する
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ことが当然考えられよう。したがってアフガニスタンではお茶は噌好品では

なく必需品なのである。

お茶に加え，アフカ‘ニスタンでは欠かすことのできぬものにグゼが挙げら

れよう。グゼとは素焼の水がめである。水がめといっても形は 日本のものと

は大部異な っている。細く長い首のついたつるを形どったつJまのような恰好

をしている。容量もそれ程大きくなし大体， 4～5l見当のものが多い。

カレーズのほとりなどでは村の女性がこのクゼを肩にかついで水を汲みにく

る姿をよく見掛ける。

このグゼが，一見なんの変哲もない外見にもかかわらず＼す：まらしい機能

をもっているのであるの粘土や砂など、の懸j荷物で、濁った河の水をグゼに汲ん

で静置しておくと，まず第ーにその懸濁物が底に沈でんする《そ して素焼の

底にひっかかり， 多少の振動では再び浮上するこ とはない内そしてつほ、向体

が素焼のままであるから水がし、つも表面にしみ出てくるη この水が絶え間な

く気化し， 蒸発熱を奪ってL、く。 夏の平均湿度が 4～ 5%程度であるから、

蒸発熱も無視できない。グゼの水の温度はどんどん下ってL、く《 室内の温度

より余程冷たい水が飲めるわけで、ある。祖度の高い濁った河の水もいったん

グゼに入れられて静置されれば，冷たL、汲んだ水に姿を変えるのである《ど

こにでもころがっていて見映えの よくないグゼにも，冷蔵時とフィルターを

一緒にしたよう な機能が備っているのであるつ

お茶とかグゼとかは本来生のままでは飲料水になりに くい水を飲むために

考え出された術で、ある。事実，前にも述べたようにアフ ガニスタンの河川の

水は一見しただけでも飲料になりにくいと思われるものがほとんどである。

しかもアフ ガニスタン全土で考えてみれば，この濁った河川の水に頼らなけ

ればならない人々の数が圧倒的に多いのしかし，なかには伺も手を加えずに

自然、のままで飲用に適する水に恵まれている人々も少数だが存在する。カレ

ーズの水を飲んでいる人々がそれで、あるη カレースーのある集落では．人々は

その水を生活用水にも利用する内カ レースが地表に姿を現わすと ころ、ジュ

ーイチャー （本報告Eカレースの項参照） から調整池に入るまでの水路が，生活

用水として水が利用される場所となっている。直接ここまできて水を飲む人

もいればグゼを背負って水を汲みにく る人もいる。 婦人達はここにきて洗濯

をし食器を洗ったりする。村人達ばかりでなく付近を通過する遊牧民達も ，
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ジュ ーイチャーのまわりに水を得にくる。彼らの家畜も群って水を飲みにく

る。人影もまばらな村にあって，ジューイチャーから流れ出る水路のまわり

だけはにぎやかな人々の往来が絶えることがない。そしてこのカレーズの水

はいつも澄み切っており，真夏の炎天下でも冷えている。われわれの感覚で

もカレーズの水はうまいと言える。これはカレーズの構造から考えられるよ

うに純粋の地下水であるから当然ではあるが，それにしても他にこのような

きれいな水を求めることができないアフガニスタンではカレーズの水は際立

っている。

このカレーズの水の利用について興味深い事柄が観察された。それは，生

活用水として利用する限りではカレーズの水は無料だということである。無

料というばかりでなく，利用に関してわれわれの常識からしても，かなり寛

大な態度を人々はと っていた。前に述べたように，カレーズの水を付近を通

過する遊牧民達が飲みにくる。人間ばかりでなく彼らの家畜も水を飲む。遊

牧民の家畜といえばその数も多い。ラクダは普通荷役に使われるのみである

からその数は余り多くないが，羊となると 1つの群れで数百頭，大きいもの

では数千頭に及ぶ。このように多くの家畜に水を飲ますにもかかわらず，遊

牧民の方から村人に対し，別段これといった謝礼をするようには見えなかっ

た。遊牧民達はそれが当然の権利とでもいった様子で、あったし，村人達がそ

れを責めるといった風にも感じられることはなかった。両者の聞に親近感を

感ずるようなことはなく，かえって互いによそよそしい態度が限についたく

らいである。 そこで考えられることは，水の利用，それが飲料として供され

る場合に限り両者の聞になにか不文律があるのではなし、かということであ

る。それというのも生活用水以外の目的に利用される水，ことにかんがし、用

水には，日本では考えられない程の細かし、厳しい制約があるからである。前

回の報告にも述べられているように，河川に比べ流量の少ないカレーズにお

いて制約は一段と厳しくなる。このかんがし、用水に対する厳しさと，生活用

水に対する寛大さは一見矛盾している。しかしこの 2つの現象はともに水の

乏しさということに起因しているとすれば，うまく説明がつく。アフガニス

タンのよう な自然環境に置かれた人々の水に対する観念はわれわれのそれと

根本的に異なっていよう。われわれがほんの最近まで水は空気と同 じぐらい

に潤沢に自然、に存在する と考えていたのに対し，彼らは水は探し求め自ら努
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力して始めて手に入るものといった考えをもっていたc 自然に手に入るもの

であればそれがいかに重要なものであっても人身はその重要さを忘れがちで

ある。ところが，常にその重要なものに欠乏している人々はし、つも重要さを

忘れることはなし、。渇きに苦しめられ， 渇きという ものを骨身にしみて知っ

ている人々は，他人の渇きを理解できる故にかえって彼らに対して寛大な態

度をとれるのではなかろうか。厳しい環境におかれた人々のギリギリの人間

性とでも呼べるものがそこにあるような気がする。ともあれ生活用水として

利用されるカレースの水には彼らの水に対する観念が如実にうかがえるので

ある。それはかんがし、用水に対する彼らの厳しさと表裏一体をなしているの

ではなかろうか。

カレーズとL、L、クゼと し、し、一見文化の遅れているアフカニスタ ンにも．わ

れわれの知らない人々の生活の知恵、が隠されている《そして．これらのもの

はアフガニスタンに独特のものであり， アフカニスタンの人々の生活に密着

しているものであるだけに他所者であるわれわれにはなかなか理解できな

い。単に外見にと らわれていたのでは，真実の姿を見失ってしまう だろう c

しかしアフカニスタンがまだいわゆる開発途上国と呼ばれる国ではあ っ

ても，人々が全て旧来の技術ばかりに頼って生活しているわけではなし、 こ

とに首都カーフ‘ルは近代的な建物がつぎつぎと建てられ日一日とその姿を変

えつつある1967年現在， 人口50万人を数えるこの都市は.1990年を計画年次

とした都市計画をも っており，それによれば人口は1990年に 100万人を突破

することになっている。 しかし，もし現在の人口増加率がこのまま続くとす

れば，カ ーフル は1990年を待たずして100万都市の仲間入りをするであろう。

このよ うな状態であるから，カーブ‘ノレには｛也の国々の都市と同様，深刻な都

市問題が存在している。住宅，交通，教育．環境衛生といった人口が集中す

ることによって生じる問題はすべてカ一アールにも見受けられる。水の問題も，

重要な問題の 1つである。とくに万年水不足の状態であるアフガニスタンに

あっては，日本の現状に比べてもより深刻な面がうかがえる内水の問題を考

えるうえで，カ ーブ）レの上水道の歴史と現況を少 し説明しておこう。

カーフツレに近代的上水道が建設されたのはL、まから約40年前のこと であ

る。当時の君主はアマヌラ ・ハーンとし、し、日本の明治天皇に比較されるよう

な非常に開明的な王様であった。若く して王位に着いた彼はヨー ロッパ留学
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で見聞したヨ ーロッパの制度や技術をアフ ガニスタンに急激に取り入れよう

とした。そしてあまりに急進的であったため， 封建的勢力の反発を招き在位

10年にして暗殺されてしま ったのであるつそのアマヌラ ・ハーンがカーブル

の近代的な都市計画を作っている。その一環として上水道が建設され，それ

が現在カーフツレで、見られる一番古い施訟である。イギリス人の技師によって

この施設は設計された。上水道といっても浄水施設はなく，ただ管路と配水池

だけのものである。水源、はカーフ唱ルの西方郊外であるパグマン山脈の雪溶け

水を利用している。この水を延長 6kmのパイプでカ ーフツレの中心に聾える

コー・イ・アザ、マイに導き，そこに配水池を設け，壬宮とか軍関係の施設など

主要な場所へ給水した。この管路と配水池は現在でも利用されている。ただ老

朽化がはなはだしく，配水管は漏水率 30%にも達するということである。

急進的な君主であったアマヌラ ・ハーンが暗殺されて以降アフガエスタン

は保守的勢力が有力となり，都市改造の歩みも一旦絶える。上水道について

も，つぎの工事が開始されたのは第三次世界大戦後であった。1957年，前回

のイギリスに代って今度は日本の技術と資金によりカ ーフ事ルに上水道が建設

されたのである。というのも，もともとアフカ、ニスタンはイギリスとロ シア

の両勢力の緩街地帯であり、 一種の軍事的空白地帯であった。そこで歴代の

君主はあるときには親英となり，またあるときには親露政策と，両者の均衡

をとりつつ，どうやらア フガニスタンを生きながらえさせてきたのである。

この状態は現在でも変る ことな く，ただ変化したのはイギリスではな くアメ

リカが代って登場したということだけである。両巨大勢力の接点に当るアフ

ヵーニスタンは，両者に一種の援助競争の場を与えているようなもので，いた

る所でアメリカとソ連の援助合戦が見受けられる。このような状態で，たま

たま日本が大戦後勢力の衰えたイギリスに肩代りをして，得意な上水道の分

野でアフガニスタンに援助をしたというのがことの背景なのである。

しかし，この援助は成功したようである。ついで1960年の拡張工事もやは

り日本からの借款と技術によ って行なわれたので‘ある。この1957年と1960年

に建設された上水道によって現在のカ ーブ．ルの水はまかなわれている。前者

の給水量が 8,000 m3／日，後者が 10,000m3／日，これが現在カーブルで・利用

できる上水の全量である。合計 18,000 m3／日とし、う水量は，人口 50万人を

考えると 1人当り36lにしかならなL、。この量は現在の日本の約10分の 1に
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しか当らなし、。これで、はい くらアフカRニスタンの人々が乾きに慣れていると

はいってもとても生活できるものではない。36lといえば l回の洗濯もまと

もにできない量である．実際カーブソレで家庭に給水位をもっているのは約

3,000戸にしか過ぎない。家の中で、栓をひねれば自由に水が使えるといった人

人はごく限られた階級に属している人々だけである。ほとんどの人々は通り

にある共同栓を通じてしか上水を利用できない。そこで当然水の使い分けが

生まれてくる。すなわち，炊事や飲料に供する水は上水道から，その他食器

を洗ったり洗濯は川の水でということになる。カ ーフソレは中心をカーフマル河

が流れており河の水には事欠かない。カ一フ

位も高く，井戸を据ればなんなく水を得ることもで、きる。ただ井戸の場合地

下水位が高いというのも良し悪しである。というのも上水道ですら前に述べ

たような状態であるから，ましてや下水道といったものはまるでない。各家

庭は通りに面して便所を設け，通りにたれ流しといったようなあんぱいであ

る。極度な乾燥気候でこのような，たれ流しを可能にしわれわれが想像し

ているよりはきたなくないとはいえ，これは不衛生なことである。たれ流し

の排水が浄化される間もな く地下水に混入してしま うからである。したがっ

て旧市街の井戸水はおせじにもきれいなものとは言い難い。井戸水もやはり

雑用水にしか利用できなし、。ただカ ーフツレの街はす司れにはカレースが残って

いるところが数カ所あり，そこではそのまま飲める水が流れている。カレー

ズが利用できるといったごくわずかな例外を除いては，井戸水もカーフ‘ノレ河

の水とたL、して変りがない。

共同栓から各家庭へは水運びを職業とする人々が水を運ぶ。サカオと呼：ぎ

れるのが，水運び人夫のことであるつ羊の皮袋が彼らの商売道具である。羊

の皮を 1頭そっくりはぎとり， 4本の足もそのままで胴体がタンクになって

いる。首のところがちょうと＇ 7j(の注入口となっている。この羊の皮袋，マー

シュクを背負ったサカオ達が共同栓に集まって水を汲んでいる光景にはカー

ブノレではどこででもよくぶつかるつサカオとい う職業はアフ ガニスタンでは

最も下等な職業とみなされているつサカオばかりでな く水を運ぶといった仕

事はまともな男子のするものではないと考えられている。農村でもカレーズ

の流出口に水を浪みにくるのは例外なく女性であった。子供といえども男の

子はグゼを背負うというようなことはしなL、。これはアフガニスタンでは徹
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底していた。

サカオが最下等の職業と考えられているのも，このような一般の風潮に原

因している。なぜ水を運ぶといった仕事がこのような評価を与えられている

のか，その理由はなかなか考えつかない。アフガニスタンのような水の窮乏

しているところで，ある意味では貴重品とでも呼べる水を取り扱う人々が何

故蔑まれているのであろうか。未だにこの疑問に対する適格な解答は見出せ

ない。

サカオ達の背負っているマーシュクについて面白い話がある。それは水道

の料金を決定するときにマーシュク水の値段が基準になったということであ

る。上水道が建設される以前からマーシュクは存在していた。サカオという

職業も存在していた。そして前にも述べたように飲料として供される水には

アフガニスタンの人々は極めて寛大であるから，水そのものの値段は無料で

あり，料金はサカオの労働に対して支払われていたので、ある。自然に水が存

在して，勝手にそれを利用できる場合，それは当然のことであろう。しかし，

上水道が建設され，水自体に労働が加えられればそれ相応の値段が生じてく

る。公共事業としての性格が強い上水道においても，建前としては水を利用

するものが，それに応じた料金を支払うことになっている。これも，われわ

れにしてみれば至極当然のことである。だが，アフガニスタンではこの常識

は通用しなし、。少なくとも現段階では通じないのである。彼らは，飲料水を

供給して料金をとるなどとはとんでもないと考える。水は誰に対しても無償

で提供しなければならないのである。無償どころではなく，例えば砂漠で渇

えた人を見れば，たとえ自分が水筒一杯の水しかも っていなくとも半分を彼

に与えなければならないのである。これは同情とか憐れみとかいった問題で、

はなく，彼らにとっては一種の提てなのである。砂漠の民の錠てとでも呼べ

よう。そしてまだまだこの提ては生きている。そこで水道料金は建設費用と

か維持費用とかし、った水の原価を全く無視して定められた。いままでサカオ

に対して払っていた料金ぐらいは水道も料金として徴収しでもよいだろうと

いう ことである。

しかし， サカオ達は別に料金を払うわけではない。事実上，水道料金は無

料である。共同栓にはメ ーターがついていない。 3,000軒の直接家庭に水道を

ヲ 1 ~ 、ている家庭でも料金を払う といった話は別に聞かなかった。市当局も料



114 

金徴集に熱心であるといったふうには見受けられなかった。飲料水に限って

ではあるが，水は依然、として無料なのである。これを支えているのが，砂漠

の民の提てなのであろう，J

飲料水は無料であるが，マーシュクに入れられた水は無料で、はない。サカ

オに料金が支払われる。マーシュク 1杯の容量は401前後である。これはカ

ーブルて、平均的家族が 1日に使用する飲料水の量とほぼ等しい。これで値段

は5アフガニー（約25円）である。 ついでに水の値段の話をもう1つ。アフカ

ニスタ ン北西部，ソ連との国境地帯に広大な砂漠地帯が広がる。ここは南西

部の砂漠地帯と並んでアフガニスタンのなかでも最も水の乏しいところであ

る。パスが街につくと，水売りが併ってく る。水売りの光景を見受けたのは

アンホイという北西部のこの街だけであった。そして‘たったコ ァプ1杯の

水が半アフガニーもしたのである。その水もコップの上からのぞくと肢がか

すんで見える程に濁ったものであった。

カーフマルの水道は 1990年には 1「lに20万 m3が必要になると見積られてい

る。人口を100万人とすれば 1人 1LI 500 lとなる。幸いなことに水源はパグ

マン山麓の地下水とカーフル川に合流する ローゼル河の表流水をもってすれ

ば十分にまかないきれる。問題は資金と技術である。1966年に西ドイツとの

聞に水道建設の借款契約が結ばれた。しかし計画の進行はあまり順調ではな

いようであった。カーブ‘ル以外の都市で、も上水道建設の計画があり，すでに

基本調査の行なわれたところも数カ所あった。だがなにを始めるにしても外

国に頼らなければならない現状では，建設はアフガニスタンの思うようには

はかどらないようである。それにもまして，もっと緊急を要する問題が山積

しているのである。

このような実情であるとはいえ，グゼもやはり ゆくゆく は姿を消してい く

ことだろう。なにもグゼばかりでなく，カレーズもなにかにと って代わられ

るときがくることであろう。そうなればアフガニスタンの人々の水に対する

考えも変化するかもしれないのどのような変化を見せるか，興味深いことで

あるの 日本とアフガエスタンとし、った両極端からの変化の様子を比較できれ

ばなお函白いことであろう内

水とはそれ自体でも興味深い物質であるが， それに人聞がからまってくる
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となお一層興味深いものになる。これまで6固にわたり本誌上でわれわれは

この水と人間の係り合いといった問題をアフガニスタンという，日本とは全

く異る環境で眺めてきた。環境が異なれば，水という同じものに対して人々

の考え方，係り合い方がどれ程まで異なっているか知りたL、といったことが

われわれの出発点であった。 この報告はわれわれ自身の問題に対する 1つの

結論である。否，結論というには未だ整理されない部分が多すぎるといった

ほうがより正直でろう。第一われわれは自分自身がどのような考え方を持っ

ているか，さだかには知らなL、。アフガニスタンでの調査は，自分自身にど

のような問題が残されているかを考える意味で，新たな出発点になったこと

は確かである。

（東ぷ設計事務所，技術部）
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