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イランにおけるカナート

岡 崎 正 孝

はじめに

長い地下水路によって地下水を表地に導水するカナート は，イランに始ま

ったといわれている。その起源については明らかでないが，すでに前6世紀

にイラン高原では，カナート 濯瓶が広範に行なわれていたことは確証されて

いる。周知のように， アケメネス朝ベルシア（B.C.539-330）は，アフガ

ニスタン， トJレキスタンからメソポタミア，小アジア，エジプト にわたる大

世界帝国を形成した。また，パルティア朝（B.C.250-A.D.226), サーサ

ーン朝（226-642）も広大な領域を支配した。 さらに， 7世紀に興ったイス

ラム帝国の版図は旧ペルシア帝国領のみならず，のちには， 北アフリカ，イ

ベリア半島にまで及んだ。

このようなイランを中核とする大文化圏の成立は，当然の結果として，イ

ランと周辺諸民族聞の文化の交流を促した。農業の分野のみに限ってみる と，

作物の交流が積極的になされたのみならず，イランに発展した水利技術も周

辺諸民族に伝えられた。 カナート もその 1つである。 イラン人の発明による

カナート掘削法は，アケメネス，パJレティア，サーサーンの諸王朝下で， ト

ルキスタン，アフガニスタン，イラク，シ リア， トルコ，アラビアに伝播

し， さらにイス ラム帝国下で北アフリカ，スペインにもたらされた。そして，
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スペイン人によってこれは北アメリカやチ リー，メ キシコにも伝えられたと

いわれている 1)。

世界各地にみられる同種の水利施設が，すべてイラン起源とはいえないに

しても，その多くがイランから伝わったものであることは，イランが世界史

のなかで果たした役割の一端を示すものとしてよいであろう。筆者はカナー

トがイラン社会の諸特徴と大きな係わり合いをもっていると考えているが，

この小論では，カナー トの構造におもに焦点をあてることにしたい。

1. イラン農業水利小史

イランで略奪経済から生産経済に移行したのは前 7,000年紀ころといわれ

ているが，先史イランの住民が濯慨を始めたのは前 5,000年紀と推定されて

いるの。この時期になると農具の改良によって，用水路の掘削が可能となれ

人々は小河川や湧泉の水を畑に導くことに成功した。これは耕地面積の急激

な増大をもたらした。そして，このような背景のもとで私的所有と権力が発

生した。さらに，人々は湧泉から地下水の存在を知った。そして，浅井戸を

掘ることによって， 地下水をも用水として利用するに至った。人力や畜力に

よって揚水される水量は多く はなく ，また井戸の掘れる場所も限定されては

いたが，当時の生産力水準からみればそれは画期的なことであった。

イランには北にアルボルズ，南にザグロスの両山脈が東西に走り，中央部

は乾燥した高原になっている。小河川護概，湧泉j韮i低井戸港i証段階におけ

る生活圏は，おそらく水の得やすい両山脈の山地に限られ，乾燥のはげしい

高原地方には及んでいなかったに違いなし、。前l,000年紀になるとアーリヤ

民族のメディア人によるメディア王国，同じくベノレシア人によるアケメネス

朝ペルシア帝国が出現した。かれらはより高度な濯瓶技術を用い，生産力を

飛躍的に上昇させた。つまり，ペルシアの王は帝国発祥の地，南ペルシアの

ファ ールス地方において，ザグロス山脈に源をもっ河川に石造の大ダムをい

くつも建設した3）。また，征服地でも同様に幾多のダムを作った。 さらに，

王族や，貴族たちは，地下水を地下水路によって地表に引水する水利施設で

あるカナー トを各地で掘削した。ダム建設とカナート掘削がメディア人やペ

ルシア人の移住以前にすでに行なわれていたか，またかれらによって始めら

♂れたものかは明らかではないが， アケメネス朝ペルシア（B.C.539-330) 
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のもとで，これらの水利事業が積極的に進められ，耕地が飛躍的に増大した

ことは事実である。へロドトスは，リュディア征服前（B.C.546）のペル

シアは，土地は不毛で，人々は食べたいだけ食べるのではなく，あるだけの

ものを食べているベと伝えているように， 帝国成立前後のペルシアは決し

て豊かな国ではなかった。しかし，ペノレシアの緑の生い茂ったオアシス，と

くにパリダエザ（paradis巴の語源〉と呼ばれた固い込みをした王室の猟苑

が世界の人々の注目をひくまでになり，世界帝国ペルシアがその繁栄を享受

しえたのは，いつにこれらの大規模謹瓶事業の展開によるものであるとして

よいであろう。なお，征服戦によって獲得したばく大な数の捕虜が，ペルシ

ア壬や貴族たちによる濯瓶事業推進に大きな役割を果たしたことはよく知ら

れている。

前4世紀にイランを征服したマケドニア人は，ダムが水利施設で、あること

を知らず，軍事施設と考え，これらを破壊したといわれている。しかし，パ

ルティア朝（B. C .250-A. D .226），サーサーン朝（226-642）時代には，

水利事業はふたたび活発に行なわれた。とくにサーサーン朝の諸王は，大規

模なダム建設や古いダムの修復を積極的に行なった。さらに，玉や貴族によ

るカナート掘削も促進された。

イランの現在の人口は 3,000万ほどであるが，繁栄を享受した時代にはこ

れよりはるかに多くの人口を擁していたという。国内に平和がもたらされる

や，王族や有力者，地主などによる水利事業が活発化し，それが耕地の拡大

さらに人口の増加を可能にした。 9世紀以降，各地に地方政権が割拠し，地

方の支配者たちによって水利事業が積極的に推進されたようである。それは

この時代のものといわれているいくつかのダムが現存していることや，農書

や水書が書かれたことからも確証されよう。たとえば， 11世紀初期にテヘラ

ンの南部のカラジ地方を治めていたアプー＝ガーナムは，著名な数学者アル

＝カラジーにカナー ト掘削法に関する書を書かせた。かれは，『隠された水

の取り出し方』をアラビア語で著わした（近年これのペルシア語訳が出版さ

れた5つ。当時，世界で最高の水準にあった，いわゆる「イスラムの科学Jが，

権力者にとって最大の致富手段であるカナートやダム建設に最大限利用され

たことは当然のことであろう。

11世紀後半のトルコ族と13世紀のモンゴル族の大移動は，カナートやダム
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など水利施設の破壊と，それに伴なう農業の大荒廃をもたらした。国土はか

つて類をみないほどに荒廃したといわれている。 しかし，かれらがイランで

支配権を確立するや，ふたたび、水利事業が促進され， 16世紀に成立したサフ

ァヴィ一朝下で‘繁栄は最高潮に達した。サファヴィーの諸王によるダムやカ

ナートの建設などは史書の記述に残っている。また，地方の有力者によるカ

ナート建設も進んだ。この時期にイランはかつてない繁栄を享受し，当時の

ヨーロ ッパ人旅行者はイランを驚きの眼で観察している。しかし，この繁栄

も18世紀のアフガン族の侵入でいっきょに荒廃に転じた。かれらの水利施設

や村落，都市の破壊は，まさに壊滅的といってよいほどの打撃を与え，つい

にイランは往時の繁栄を回復することができなかった。

19世紀後半のイギリス，ロシアによる イラ ンの半植民地支配により，イラ

ンの農産物〈とくにケシ，綿花，米など〉は外国に市場を見出した。これは

新しいタイプの地主，商人による土地所有，水利事業を促進した。官吏や地

主，商人などはカナー トを作り，新田を開発した。現在のイランに，この時

期に作られた村落は非常に多い。

降水量が非常に少なし乾燥のはげしい（マルトンヌの乾燥示数10以下〉

イラン高原では，湧泉や河JIIの利用できる所を除き，濯献なくして農業は成

立しなし、。ここでは， カナート がこれまでの唯一の用水生産の手段であった

といっていい。また，降水が冬に集中し，夏にはほとんど雨が降らないため，

河川の利用じうる所も水をより有効に使うためにはダムが必要である。政治

的に安定した時には，権力者は水利事業を積極的に行ない，それによって経

済力を増大させた。どの時代にもかれらの経済的支柱は水利事業にあった。

また，水利こそ国の繁栄を左右する最大の要因であったといえよう。

現在のイランにある正確なカナー ト数， カナー ト濯瓶面積はわからない。

また，全濯瓶地面積に占めるその割合も不明である。しかし，ある人は 2万

2,000本のカナートが使われているとし、う 6）。 イランの村落総数は4万9,000

ほど，うち高原地方には 2万8,500ほどあると推定される。つまり，高原地方

の村落のほとんどがカナートをもっていることになる。大小のダム もあ り，

また小河川の水も濯i債に利用され，さらに湧泉や局地的にではあるが井戸も

使われている。けれども，それらのウェイトはカナート と比べはるかに小さ

い。現在，深井戸掘削が進められているが，カナー トはどの時代にももっ と
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も重要な水利施設としての役割を果たしてきた。イランが世界に誇りうる文

化を開花しえたのも，広大な不毛の地を耕地化する ことを可能にしたカナー

ト一一それはイラン史のなかで、技術革新の最たるものであった一ーによる所

大であったといっても過言ではないであろう。

2. 力ナートの構造7)

では，イラン農業水利史，またイラン史のなかで－重要な役割を果たしてき

たカナートは，具体的にどのようにして建設されるのであろうか。これまで

発表されたいく つかの論文，また先述した 『隠された水の取り出し方』から

簡単にその掘削法についてみていこう。

(1) 位置の選定

カナート掘削の作業は，マータ．ルチャーと呼ばれる母井戸の位置選定に始

まる。掘削依頼者 （一般に地主〉は地下水探査の専門家を呼び，かれに濯瓶

予定地を示し，カナートの水源となる母井戸の位置選定を依頼する。専門家

は地主とともに，地勢や土質，植生を入念に調べ，地下水の得られそう な所

を探しあてる。

これは通常，山麓の扇頂部に近い所や谷の出口でなされる。イラン高原で

は昼夜の気温差がはげしく，岩石は膨張 ・収縮の繰り返しによって破壊され

る。この風化作用によってできた岩屑は，融雪水などによ って押し流され，

山麓に推積し，ここに扇状地が形成される。 山を流れてきた水は山麓で、地下

に浸透し，扇端部では堆積層が厚いため，地下水面は非常に深くなる。盆地

床中心の平坦部に近くなると，地表と地下水面は接近し地下水面は浅くなる

が，ここでは水が停溜して塩分が多くなる。そこで，地下水面が比較的浅く，

水が停滞していない山麓の扇頂部に近い所が選ばれるのである。 このような

場所で，柔かい，積層板状の石が多くある所がよいとされている町。

植生については，カナート についての論文には全然触れられていなし、。し

かし，先に述べた11世紀に書かれたアル＝カラ ジーの 『隠された水の取り 出

し方』には，これが具体的にあげられている。それによると，当時，スベリ

ヒュ，イヌホオズキ，アシ，ハッカ，ギシギシ， セロリ，オオカミ ・イバラ，

西洋サクラ ソウ，アカ ンサス，プリ オニア，ハコネシダ，イラクサ，カ ンゾ，
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第 1図 カナートの模式図

（出所） Fenne Abyiiriye Iran Bastan, P. 148より s

ウ，白シナガ ワ柳，ペルシア松， 5枚葉のギジムシロ， ラクダ ・イ バラ，野

ニンジン，野キャベツ， ニワ柳などが地下水の所在を示す植物といわれてい

たようである。 しかし，アル＝カ ラジーはこれらのなかには透水層中の宙水

(abe raked）のある所に生育するものもあり， これらが必ずしも地下水の所

在を証明する植物とはいえなし、。 カナー トの水源として適当な「隠れている

水」つまり帯水層中の本水のありかを教えるのは，上記の植物のなかで，ア

カンサス，ギシギシ，オオカミ ・イバラ，ラクダ ・イバラの種の 4植物であ

る，と述べている9)0 

マーダルチャーの位置の選定が終わると，ここで試掘井戸の掘削を行な

う。この井戸は不透水層に届くまで掘り，十分な量の水がたまるかを調べ

る。つまり，たまった水をすべて浪み出し，一晩に 2mほどたまるか，また

時間による差異がないかを調べる。なお，試掘井戸の掘削は，渇水期である

8月下旬から10月下旬に行な うのが望ま しいIQ）。

つぎに， 瀧瓶予定地の方へ向かつて測量をする。そして， 試掘井戸からほ

ぼ水平に地下水路を掘っていき，地下水路が地表に出る地点（これをノ、ラン

ジュという〉を知る。これが地主の当初予定していた所に一致するか， 地主

にとって不都合でなければ，カナート の建設がこ こで確定する。もし，ハラ

ンジュが他人の所有地のなかや，耕地の造成などに不適当な所になる場合に

は測量しなおし，地下水路の方向を変えるか，試掘の井戸上方か下方に別の
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第2図 カナートの測量

二コこコ二

P, 

z 

P。

井戸を試掘し，条件に適うものを見付け，これをマーダルチャー（母井戸〉

とする。

(2) カナートの掘削

マーダルチャーにたまった水を地下水路によって地表に引水する水利施設

がカナートである。しかし，地下水路掘りによってで、た土を地表に出すため

と，地下水路内に空気を送るため， 50mほどの間隔で竪坑を掘らねばならな

し、。

竪坑の位置と深さはつぎのようにして決められる。マータ’ルチャー（M)

の上にポール（P。〉を立て，一定間隔をおいてポール P1を， マーダルチャ

ーとハランジュを結ぶ線上に立てる。そして， PoとP1の聞にヒモを水平に

はる（ヒモに水滴をたらして確かめる〉。ここで， P1上のヒモの結び目（Z)

と地表（λ〕までの長さ，つまり，マーダルチャー（M）とA地点の高度差

が出る。 M地点から錘をつけたヒモを井底に届くまでおろし，マーダルチャ

ーの井底までの深さをあらかじめ測っておく 。そして，このマーダルチャー

の深さから ZA，つまり A地点とM地点の高度差をヲlL、たものが， A地点で

掘る竪坑の深さになる。 このような操作を何回も繰り返し，竪坑の位置と深

さを確定する。

地下水路の勾配が急であれば，水流によって浸食がおこるし，地下水路が

長くならざるをえなし、。そのため，勾配をほとんどっけない0 ・アル＝カラジ

ーによると， 1万2,000分の lくらいがよいとのことである。

竪坑の深さが決まると，竪坑掘りを行なう。そして，竪坑掘りが終わると，

竪坑を地下水路で、結ぶ作業がなされる。 これは4人 1組のカナート掘り（モ
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カンニーと呼ばれている〉によって行なわれるが， 4人のモカンニーの聞に

は分業体制が確立している。つまり，柄の短かいツルハシでコラ ングダ－Jレ

=Kolangdarが地下水路を掘り，掘り出された土をダルヴバンド＝dalvband

が皮製のバケツにつめる。地上にいるチャルフキャ シュ＝charkh-kashが，竪

坑上に据えつけられた木製の巻揚機を使ってこのバケツを地上に引き揚げ，

ダルヴギーノレ＝dalvgirが皮バケツのなかの土を竪坑の周囲に積み上げる 11)0 

帯水層から地下水路掘りを始める と， Tこまつ7こ水をたえす

ならなL、。そのため，この作業は透水層から始めねばならなし、。 一般にはハ

ランジ ュから上の方に向かつて進められるが，長いカナー トの場合には，幾

組ものモカンニーが同時に作業を行なうので，透水層中であればどこから始

めてもかまわなし、。 そして，透水層での地下水路掘り が完成したのちに，下

方から帯水層での作業にと りかかる。

地下水路はほぼ水平に，そして正しい方向に掘らねばならないが，これは

地下水路上にカンテラをいくつか置き，それを見透すことによって確認して

いるにすぎなし、。しかし， アル＝カラジーは，次のよ うな方法をとる ことを

勧めている。つまり，長さ30cm，小指の太さくらいの真鍛管を用意し，この

両端におのおの30cmの長さのヒモをつけ， ヒモの他端を輪に結んで真鎗管が

水平になるようにする。ついで，隣接する 2つの竪坑の中心を通る 1本のヒ

モを張る。そして，ヒモと竪穴の円周の接点の近くに，錘のついた 2本のヒ

モを結び，これを竪坑のなかにおろす。ついで，地下水路を少し掘 り進むご

とに，先に述べた真鎗の水準器を地下水路の天井の中央部に吊り，これを通

して2本のヒモを見透し，これが一線上にあれば地下水路は正しい方向に掘

られていることになる。また，水平か否かはつぎのようにして調べる。つま

り，竪坑と地下水路の天井が交わる地点に小さな樫の実をヒモで吊るし， 1 

mほど掘り進むたびに，地下水路の天井に先の水準器を吊るす。この場合，

樫の実と水準器が地下水路の底から同じ高さになるよ うにする。そして，水

準器を通して樫の実が見えれば，水平に掘られていることになる 12）。以上は

透水層においてなされるが，帯水層ではこのような面倒なことをする必要は

ない。ここでは水が湧き出ているため3 水位が一様であるか否かを調べるだ

けでよし、。

このよう な方法で作業がなされるため，カナー ト掘り には長い時聞がかか
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る。マーダルチャーは比較的浅いものでも15～20mはあり，また深いものに

なると300mにも達する。したがって，地下水路は非常に長くならざるをえ

なL、。平均lOkmほどはあり，また70闘を越すものもある。 1組のモカンニー

の作業速度は 1日に2mほどといわれており， 10如lの地下水路を掘るだけで

も5,000日かかることになるoかりに10組のモカンニーが同時に作業をして

も， 500日も要する。

カナート掘りには幾多の困難が伴なうが，そのなかで最大のものは岩石の

存在である。岩石にでくわした場合，ツルハシで砕くことができれば問題は

ないが，それができないときには，岩石を迂回して地下水路を掘らねばなら

ない。そして，これが地下水路の方向を誤る要因となり，さらに水路の曲折

により浸食は避けられず，これがカナート の寿命を縮める大きな原因にな

る。第2は通風の問題である。 50mほどの間隔で竪坑が掘られ，これが地下

水路内への通風口の役割をも果たしているが，地下水路内への送風がこれの

みで解決されるとは限らなし、。そこで，照明用に使っているヒマシ油のカン

テラ（空気の汚染を防ぐため獣油は使わなしうの炎などを見て，酸素の欠乏

が明らかになれば，竪坑から管を地下水路内に入れ，地上からフイゴで送風

Lなければならなし、。

(3) カナートの維持と建設費

カナートの崩壊を防ぐためには，竪坑から土砂が流れこんだり，竪坑の側

壁が剥落するのを極力防がねばならなし、。このため，冬には竪坑の口（ダハ

ーネ〉 をふさいだり，ダハーネに石か煉瓦を積んで壁を作り，水によって土

砂が押し流されるのを防ぐ。また，先にも述べたように，掘り出した土はダ

ハーネの周囲に高く積み上げるが，とくに流水路にあたっている所では，こ

の盛土をできるかぎり高くする。

粘土に麦ワラをまぜて焼いたカヴァルと呼ばれる輪形の枠をダハーネには

めたりもするが，竪坑の側壁の大部分は素掘りのままであり，また地下水路

もそうである。したがって，側壁や地下水路の天井からの土の剥落は避けら

れず，地下水路内の土波いは不可欠である。これを怠ると，水路はつまり，

浸食作用によりカナー トは崩壊する。そこで，カナートの所有者はモカンニ

ーを雇い，定期的に地下水路の土設いを行なわねばならない。つまり，カナ
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ート はその維持のために不断の努力を必要とするのである。

すでに述べたように，地下水路は非常に長し、。そのため，カナー「の建設

には巨額の費用を要する。 P.ベケッ ト， E.ノエル， G.クレッシ ーなどの

論文に， カナー ト建設費の試算がある。たとえば，ベケットが調査したケJレ

マン地方のネガノレ ・カナート は，全長9.5マイル〈約15km）でその建設費は

500万リアル (1950年〉，また別の18.3マイル （約29km）のカナー トは l,600 

万リアルであった。ノエルは 1万ヤード（約9km）のカナー トの建設費を，

1950年の価格で183万リアルに換算している。また，クレッシ ーはオ ーバー

シーズ ・コンサルタンツの報告書 (1949年〉から，4kmのカナートの建設費

の平均を100万リアルとしている。

これらは1950年ごろの建設費であった。 で、は，現在ではどれくらいになる

であろうか。ベケットは当時の人夫の労賃（22リアル〉を基準にして，カナ

ー トの建設費を試算している。現在7 労賃は100リアルにはなっているが，

労賃の比較に基づいて現在の価額に換算すると第 1表のようになる。

カナートによって建設費はいちじるしく異なるが，上に示した若干の例よ

り， 1 kmあたりの建設単価は100万リアルをゅうに越えることがわかる。標

準的なものといわれているlOkmのカナートでも， l,000万リアルもかかる。

1リアルは約4円に相当するから，4,000万円になる。 このような巨額な資

金は，農民にはとうてい調達しえなし、。筆者が調査したテヘ ラン近郊のある

豊かな村落の例では，農民の年間収入は 3万 リアルにすぎなかった1九 かり

に50人の農民がその年収のすべてをつぎこんでも， 1キロ半も掘れなし、。 し

たがって，カナート建設は潤沢な資金をもっ者の独占的事業とならざるを得

ない。これはいつの時代でもそうであった。

さらに，先述したように，カナートの補修や土淡いも行なわねばならな

第 1表 カナートの建設費

カナートの長さ

9km〔Noel,P. 192〕

15.2回 〔Beckett,P. 56〕

29回〔Beckett, P. 56〕

41但 〔Cressey, P. 37〕

1950年

183 

500 

1, 600 

100 

（単位： 1万リアノレ）

1970年

1, 125 

2,250 

6,200 

450 

kmあたり
単価（1970年）

125 

148 

248 

112 
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¥, 、。このために，毎年かなりの額の出費を要する。カナートによって維持費

は異なるが，平均して建設費の0.5～1-2%はかかるといわれている。 10凶の

カナートで， 5万～12万リアルにも達する。

3, 力ナートとイラン社会

以上述べたように，建設巨額の費用を要するカナートが，イランの水利の

なかで、きわめて重要な役割を果たしてきた。カナートがイランの農業水利の

なかで非常に大きなウェイトを占めるようになるほど作られたのは，カナー

トがその所有者に大きな利益をもたらしたからにほかならなし、。イランには

未耕地が多L、。未利用地には所有権はなく，開墾・耕作した者に所有権が与

えられてきた。しかし，降水量が少なく准瓶なしに農業が成立しない荒地を

耕地化するには，用水の獲得が不可欠の条件であった。山間の土地や河川｜か

らの引オが可能な所を除き，カナートによってしか水は得られなかった。深

井戸を掘るとしづ技術をもたなかった時代には，カナートこそ乾燥した不毛

の土地を耕地にするための唯一の水利施設であった。この唯一の用水生産の

ための手段て、あるカナートを所有することのできる人たちのみが，未利用地

を自己の所有地とすることができた。小農民が刻苦精励，土地を開墾しても，

用水を所有しなし、かぎり，土地所有者とはなれなかった。したがって，用水

生産，つまりカナート建設の能力のない者による土地の開発は，イランで、は，

とくに高原地方などの乾燥地帯では，不可能であった。それはつねに，巨額

の費用を投じてカナートを建設しうるものたちの独占的事業であった。

そして，この事業は非常に利の大きい仕事であった。「カナートは非常に

有利な投資対象であり、 100%の利益をもたらすこともある。平均してこれ

は25%ほどとみなされている」とノエルは述べている 1り。また，ほかの論文

でも，カナートの投資に対する利益率を10～25%ほどとしている。

筆者はテヘラン近郊の一村落，ターレパバードで1961～63年にかけて調査

を行なった。この村落の戸数は88，人口は400人で，耕地は約500ヘクタール，

うち作付面積は300ヘクタールほどであったO ここは2.5kmと8.5kmの 2本の

カナートで濯概されており，その水量は 12l/sec.であった。 1962年度におけ

るこの村の地主の純益は 279万リアルで、あり（地主は毎日出納簿をつけてお

り，それから算出したものでかなり正確なものと考えてよい〉， これは 1970
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年の価額では， 420万リアル (1,680万円相当〉になる（両年の貨幣価値の変

動を1.5倍として算出〉。この村の起源についてはよくわからないが，ある人

がここにカナー トを作り，泥製の農民の住居，倉庫などを建て，農民を他地

方から集めてきて開村したものである。カナートの建設費の正確なことは不

明であるが，先にあけYこデータを使って試算すると，延長llkmの2本のカナ

ー トの建設費はl,100万リアJレになるくIkm当り単価を100万リアノレとして〉。

そして，このほかに若干の費用（住宅 ・倉庫建設費など〉を投じ，この地主

は500ヘクタールの土地所有者になり得，年聞に420万リアルもの収益をあげ

ることができたのである。カナート建設費と年収の比は36%にも達すること

になる。また，カナー ト建設以外の費用を考慮に入れても， 3割にはなると

考えられる。

イランには，とくに高原中央の砂漠の周縁などに，カナート 建設に適した

未利用地が多L、。そして，商人でも官吏でもカナート建設資金をもつものは

だれでもここにカナー トを作り，土地を所有し，それからばく大な収入をあ

げる ことができたのであるくただ，既存のカナートを保護するために，既存

のカナートから一定距離をおいてのみ新設が認められている〉。 どの時代に

も新興の地主が比較的多くみられたのはこのためで、ある。

カナー トは維持のための不断の努力を必要とすることは先に述べた。つま

り，地主〈＝カナー ト所有者〉はたえずカナー ト維持のために投資しなけれ

ばならない。さもなければ，カナー トはつまり崩壊する。

所有者の怠慢によるほか，カナートは人為的に容易に破壊しうる。一度破

壊されたカナートは，修復に巨額の費用と時聞がかかる。また，修理不能の

ものも多くでる。イランの歴史は，異民族や部族民による劫掠の歴史といっ

ても過言ではない。掠奪をこととする野蛮な異民族や部族民はカナートなど

水利施設を破壊してまわった。また，内証や政敵との争いによって も，多く

のカナートが壊された。

さらに，地震によってもカナートは壊れた。イランはしばしば強い地震に

見舞われ，カナートは多大の被害を被った。また，イラン高原の山には木が

乏しい。むしろないもののほうが一般的である。冬に積った雪は春先には融

け，これが奔流となって流れる。そして，この春先の洪水によってもカナー

トは大きな被害をうけた。
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上記のさまざまな原因によってカナー トが壊れるや3 カナー トによって水

を得ていた集落は成立しなくなる。緑のオアシスはいっきょに廃績と化す。

イラン高原にはこのような廃嘘はじつに多し、。カナート のこの不安定性は土

地所有者の構成の変化を促進してきた。 カナート が破壊されたため，没落す

る地主がで、た反面，新たにカナー トを建設したものが新興地主として出現し

た。またイラン人には特定の土地に対する執着がなし、。農民は日本の農民と

比ぶべくもないほど「遊牧的」である。 条件のよい所を求めて移り住む。こ

のような非定着性はカナー ト集落の不安定性と決して無関係ではないであろ

う。

イラン高原上のカナート集落は100%人工的なものである。 自然との闘し、

のなかで人工的に作り出され，また人間労働の絶えざる努力の結果，はじめ

て集落として存続しうるものである。かりに不在地主であっても，カナート

の維持という生産的役割を果たさねばならない。寄生化しえなし、。緑のオア

シスや耕地は天与のものでなく，自らの，また先祖の労働の所産で、あること

さらに不断の努力の結果はじめてそれが維持されることをかれらは知ってい

る。それは地主のみならず，一般の人々についてもいえる。人々はむやみに

木を切ったりしないし，水が少しでもあれば，かれらは木に水をやり，緑を

ふやそうと努めている。芝生に惜しげもなく散水しているのをよくみかけ

る。街路樹が東京などと比ぶべくもないほど立派なのは，自然環境に対する

考え方の基本的な差異によるものではなかろうか。
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