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1. はじめに

濯j既計画の経済的考察（羽）

ーー←レノ父ノン一一一

ゴードン • H・ウォード， GordonH. Ward 

（ベイルート，アメリカン大学農学部）

新藤政治編訳

レパノン：こおいて，農業生産を増大するため，水資源、を保全しこれを効率的に利

用することに，緊急な問題となっている。すなわち， 150万をこえる人口が，おおよ

そ 1万 km2の山がちの国土に， しかもその 30%足らずしか耕作されてL、ないところ

に，密集しているからである。山がちの地形と半乾燥の気候のため，耕地を拡大する

ことほ困難でゐり，かつ費用を要する。しかし人口密度は， l miie2当たり 375人以

上， 耕地 lmile2当たり（こすれば 1,200人を越えており， しかも年率約 2.5%の割合

で急速に増加をしていることからすれば，国民の生活水準を上げるためにはa 農業生

産を増大させるための可能なあらゆる手段を講じなければならないのである。濯j既さ

れた土地 Iha：二生産される農産物の平均粗収入は，自然の降雨のみに依存している

土地 lhaのそれの 3ないし 4倍に達することからして，肥沃な乾燥地に濯級水を供

給することは，農業生産を増大させる経済的な方法である。このような見地に立っ

て， レノミノン政府は国内の多くの河川および水流について濯萩施設を建設しており，

その結果， i産濃される土地は，おおよそ 6万h。におよんでいる。

このような濯獄事業によって，夏季の湧水，河川および水流の大部分が利用されて

いる。 しか し，冬期間の降雨および融雪水を貯えておくための貯水池は数えるほどし

かなL、。 二れは山腹および河川床が主として多孔質で剥離性の石灰岩層からなってお

り，そこ：二貯水池を築くのには多額の費用を要するためである。しかし 6月から10

月ないしは11月までの期聞には，雨は全く降らないので， j産波面積を拡大するために

要する水の主要給源は，冬季および春季の流水の貯水によらざるをえないのである。
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したがって，未港紙地を貫流する諸河川に貯水池を建設することの経済性：二関して，

すなわち，貯えられた水による農業生産の増加額をもって， 50年ないし75年の期間：こ

わたり建設費を償還しうるかどうかとし、う点について，検討する必要があるご王fニ，

たとえこのよう：こして貯えられた水の費用が， 大部分の農民の支払いうる額を上回わ

るとしてな生産の橋大によって得られる見積り総利益が，水に供給の要する費用を

上回わるならば，国民経済：こもたらす貢献を考えて，政府が貯水池の建設を行tなうこ

とが正当化されるーごあろう。政府ば，それに要した費用以下で港殺水を売却「ること

によって生！二た欠損を， ダムから発電する水力発電の利溢や，果実その他の稜産物取

引に課する間接税の増徴：ニよって埋めあわすことができる・c:あろうご

土木工学の研究が示すところによれば， リタニ川流域の水の利用：土，水力発泡 ζ滋

概水の供給を，独立採算ベースで結びつけて行ないうる可能性が非常！こ高トニさi.lて

いるo リタニJI／：土南部ベッカ（Bekaa）地域，すなわち，長さ約 60km，幅：＝，海岸！こ沿

ってはしるレパノノ山脈とシリヤとの国境をなすアンチ ・レバノン山脈（AntiーLebanon

Mt.）との間の10ないし 12kmの地域の水を集めている。この 2つの山脈かう乃流水；工

リタニ川流域；こ集まり，年間平均匂；秒 6,00Qm3の水流となっている。現在， ニの水を

1栓翫および水力発電：ニ利用するための工事が進行してL、る。そこ 亡 ニの事業Iこよゐ

年間の運営費および建設費の償還を満たすに必要な滋j既水の料金（charge) Nよぴ水

力電気の価格ιニついての考察がなされねばならず，同時：こ，これ：土水資源の制御おと

び利用の経済性：ニ関して興味ある問題を提起してし、るのCある月

2. リタニ川開発事業

リタニ川流域（土 2,l 68km2の広さがある。川の上流部の約 6刻の部分’；：，レパノン山

脈とアンチ ・レバノン山脈聞の幅広い平幻な谷聞を流れて必 I），アラビア詰で，ベ y

カと呼ばれてL、るc この谷は，ジョノレダン渓谷から死海およびアカパ（Aqaba）湾を貫

いて南へと伸びる断層の北端：こ当たる。このベッカ地方（立，一般：ニ肥沃 －：－~土尽からな

り， ローマ時代：こおいて｛土皇帝の軍隊の穀倉ーでもあった。また，かつてに川底！こマラ

リアカがまん延していたため，村落はたいてい山沿1、の両岸の断丘上：二位置ーしてL、

た。近年，川の流れがまっすぐ：こされ，ベイノレート ・ダマスカス間の道路。南町二広が

あアミ；； :-' (Ammik）地帯の排水が進むにつれて，マラリア（土だんだんと消滅し，それ

につれて村落もリタニ川の上流沿いの各所に展開していった。

ベッカにおける雨の大部分は11月初めから 2月末までの期間：ニ降るが， ニの時季（士

気候が寒く，大変，小麦，ベッチ類およびレンズ豆（lentil）等の一部作物を除いては，

作物の成育には適当ではなL、。しかも こうした冬作物も冬；こはほとんど生育せず， 4 

月から 5月：こかけて適当量の雨が続く場合に6月にいたって平年作をあげるニとがで

きるのである。したがって，3月および 4月といった大切な時期（こ港萩される土地；こ

作付けられた小麦は，降雨だけに頼る土地よりも通常50%もの増収となる。馬鈴薯，
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たまねぎその他春婚作物は 2月および 3月に播種され，春および初夏においては，そ

の少ない雨量を補なうための濯淑を必要とする。また，夏季にも湧水が絶え間なく流

出している地域では，春作物の収穫後，秋に収穫される菜豆類や野菜を播種しうる。

さらに， りんごは，へッカ地方においては，夏季には少なくとも毎月 1回の港瓶を必

要とするし，ぶどうは適当な水が与えられる場合には非濯波地の 2倍の収量をあげる

ことができる。以上のようなことからして，ベッカの農民は， I権淑水量の増加；こ多大

の関心をもっているのである。

現在のところ， リタニ川流域において，冬期に降った雨水および山々からの融雪水

を溶液；こ用いうるために貯える貯水池は存在しなし、。したがって，土壌に保持される

以外の降水の大部分！.i:，海へと流れ去ってL、る現状にある。現在ある濯液施設は，多

くの泉から湧き出る夏季の流水と浅！胃土を通じて山腹からリタニ川およびその支流へ

と浸出してくる水とを利用するにとどまっており， 11月から 3月までの雨季の水を濯

灘：こ利用する場合はほとんど，t;;:L、。へッカの南半分にはおおよそ 8万haの耕地がある。

し；う通しリタニ）｜｜の上流：ニ沿う村落の土地のわずか 5～15%しか川やその支流あるい：工

湧水；こよって濯滅されているにすぎなL、。 1950年以降，多数の井戸がこの地域：こ掘ら

れ，果樹および野菜：こ水を供給していあ。こうした井戸によって，地下水を；王（ま完全

：こ利用する状態：こL、たっており，このニとは沢山の湧水が枯れたりあるいは地下水位

の低下がおきていることからしても明らかである。ベイノレート ・ダマスカ久間の高速

道路から南の地域では，現在ある潜液施設（.J:，小河川，j勇水およびアミック湿地から

の排水を利用して，地域のおおよそ半分に当たる 3万7,000haを濯寂している。

以上のよう‘ニリタニ川流域の水を港紙に利用し， またベッカから海面まごの 856m

の落差を利用して水力発電を行なうために， リタニ川流域開発計画が樹立された。こ

の計画；こよって，南部ベッカの 7,665haに及ぶ肥沃な土地およびテイノレ（Tyr）からベ

イノレートにL、たる海岸沿いの平野 1万l,l OOhaについて， 1整殺が施されるとともに，

年間 l2億5,000万kW時と推定される水力電気が得られる。この事業：こおいて建設さ

れる 3つのダムは，夏苓の通常の流量を補充するため，冬季の流水 2｛；昔、7,900万m3を

貯水する。

ダムの 1つ（立カラオウン（karaaun）につくられる。そこは，山がリタニ川；こせまり，

峡谷をなしているところで，海抜 850mの高さに水が貯えられる。そこからレパノン

山脈を貫いて 9kmのトンネノレが揺られ，ビスリ（Bisri）川の発電所へと水を分流する。

このようにして流量を増したピスリ川は海岸まで流れる間に，さらに 2つの水力発電

所を通り，最後にシドン（Sidon）近くのキャスミー（Kasmie）地区の滋瓶二利用され

る。一方， リタニ川の本流は，キャラオウン ・ダムを径てのち， 3つの発電所を通過

し，また， i産減地区としては上部ナパディエ（Nabadiye）濯統計画（3,l OOha）および

低部ナバディエ濯淑計画（3.900ha）がある。水力発電量をできるだけ多くするため，

地中海岸沿いの地域において用いられる水の量は，この地域の農家が経済的；こ利用し
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うる最大限まで増やしてある。キャスミ ーおよびその上流の諸事業は，海岸沿いの平

野部の生産力の高い土地の大部分に滋荻用水を供給する。リタニJIIからの水は，運河

やパイプによってレバノン山脈の山麓部やテイノレからベイノレート にいたる地区の生産

力の高い農地：こ分配される。

リタニ川開発計画の費用は，1954年現在， 3億4,192万レλノン ・ポンド（訳注・ 1

Vパノン ・ポンドは，約45.6セント，円換算164.27円である）と見積られている。 発

電施設および滋萩水の供給のほか，発電所と溶液水路の両方に水を導く水路およびト

ンネノレを備えた貯水用のダム（ま， この計画の発電および1産税の両部分：こ共通して利用

されている。したがって，このように両者共通に利用される施設の建設費は，滋濃部

門および発電部門に適正に配分される必要がある。この計画の立案にあたっているア

メリカ合衆国開発局（U.S. Bureau of Reclamation）によれば，建設費の配分は， リタニ

Jllの流域の水を発電のみに用いる場合に要する施設費と， t菱液および発電の二重目的

の事業の場合に要する事業費との比率をもとになされている。そして，単独自的の発

電事業の年間償還額と多目的の事業のそれとの差を資本還元した結果， I穫j陵部門は，

共通に利用されるダム， トンネノレおよび水路の建設費のうち 5,900万レパノン・ポン

ドを負担すべきであるとしている。このほか，濯萩地に配水する水路およびその他施

設，建設費用は約 3,200万レパノン ・ポンドと見込まれているので， 2万1,500haの濯

殺に要する総費用は 9,100万レバノン ・ポンドとなり， ha当たりにすれば約 4,250万

レハノン ・ポンドとなる。また， I産車正水の年間費用は，管理運営費および年6%の利

率， 50年間の建設費償還を見込んで， ha当たりおおよそ270レパノン・ポンドとなる。

3. 濯殺による諸利益の算出

？荏j飯されていない土地に， ~らたに滋減水を引くことによって生ずる利益は， 開発

局！こよれば，滋語正地における粗作物収入（grosscrop income）と非濯淑地のそれとの差

とされている。 1951年から52年における南部ぺッカにある146農場の調査によれば，

第 l表のような結果が得られている。この表によれば，港紙によって ha当たりの粗

収入は，（まぼ 700レパノン・ ポンド増加する。もっとも，こうした生産物の価値のす

べてが水に帰せられるものではなし、。というのも，例えば濯滋された土地での小麦に

対して，非濯波地よりも多くの肥料が施用されており，また馬鈴薯，たまねぎ，てん

さいなどについても，非I菱液地ではほとんど施肥されていないのに対し，滋濃地では

かなりの施肥がなされているからで為る。また，労働を除く平均投入費［よ，非灘高正地

では ha当たり 185.1レバノン ・ポンドであるのに対し， r産減地（ま 781.5レパノン ・

ポンドとなっ－cl、る。ただし，これ：こは慣例的な土地の使用に伴なう地代が含まれて

いるので，労働収益（よha当たり非滋j既地では67.9,i謹厳地では 167.1レパノン ・ホンド

となる。すなわち，水が施用されることによって，農家は濯1斑地；こ比しおおよそ 2倍

の労働報酬を得ることができるのである。
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第 1表 滋波地および非滋ill!t地における作物収益の比較

非溶液地における主要作物の収益 ｜ 

(ha当たり粗収益） ｜ 

（レパノン ・ポンド）
小 麦 ・e ・ 340.5

波書正地における主要作物の収益

(ha当たり組収益）

（レノ〈ノン ・ポンドj

小 麦・0・ 480.5

大 麦！ 226.0 I馬 鈴 薯 1,440.0 

ベッチ（食用） •••• • 190.0 Iたまねぎー 986.5 

ベッチ（飼料用）・0・・・・ 126.o I甜 菜 ・・・・・・・・0・・… 1, 114.5 

エジプト豆（chickpeas)・・・・・・ 319.5 I野菜類 570.0 

野菜類ー 117.5 

平 均 豆十ハU
《ペ一
w

k
d
 

n，ι
 

均.. • .......・ 948.6

一方，水の料金は，開発計画によればキャラオウン貯水池から揚水したぷが供給さ

れる地域については， ha当たり 50レバノン ・ポンド，また重力流による濯淑地域で

は，夏季；こおける流量の減少を考慮、して， 32.5レバノン・ ポンドと決められてL、る。

リタニ計画によって農家の労働および経営報酬の場加が見込まれるととも：こ， この料

金が適用されるとすれば，現在の水の使用料に比して ha当たり 92.3～110.8レバノン

．ポンドの節減となるのである。

4. j肇殺水の使用料と費用との関係

以上のように， リタニ計画；こよる濯減水の利用によって， ha 当たりの純労働報酬

が増加する事実は， リタニ川開発計画が農民の所得増加にたしか；こ貢献することを意

味している。 しかしながら，以上の比較は， 1荏減水に対して予定されている水の料金

が，配水費のみをカバーしていて，水の供給に要した総費用を全部含んでL、るもので

はないとL、う事実を見逃している。 りタニ川液凝計画の事業地区別の ha当たり年間

費用は，ベッカの重力流による配水地区における 31.2レバノン・ポンドから，上部ナ

ピキエ地区の55.lレパノン ・ポンドにわたっているが，これらはし、ずれも水を滋概水

路によって分配する費用のみを含んでいる。すなわち，管理運営費のほか，当初の建

設費を70年間に無利子で返済するに要する年聞の支払L、額のみからなっている3 ニれ

は，国営港紙計画によって供給される水に課する料金を規制している現行のレパノン

法と合致するものである。農民は， しばしぼ政府に対して，他の農民が湧水や小河川

から特に料金を支払わずに濯殺に水を利用しうることからして，I盆語正水を無償で供給

すべきだと要求している。このような安価な滋瓶水への需要にこたえるために，上に
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述べたように，水の料金を最小限にとどめ，かっ政府の濯統計画によって供給される

水の年間料金の最高額を ha当たり 80レパノン ・ポンドにおさえているのである。

以上のような算定方法によれば，濯概および発電の両目的に用いられるダム， トン

ネノレ，水路等：こかかわる管理運営費ならびに建設費の償還に要する年間費用は，除外

されることになる。本計画の遂行にあっては， レパノ‘ノ政府は外国から建設費のかな

りの部分を借款し， しかもそれを 6分の利子で50年間に返済しなければならないこと

となっている。ニれらの条件を考慮に入れて，配水路に要する年間の費用を再計算す

ると，引き渡される水の料金は l06.5レパノン・ポンドとかなり上昇する。 さらにダ

ム， トンネノレ，水路にかかわる年間費用のうちの港厳分担分を加えれば，水の料金は

一層高くなり， ha当たり 237レバノン ・ポンドに透する。また， リタニ計画によって

建設されるダムから水を引く 4つの地区における年間費用（よ， ha当たり 382.5レハノ

ン・ポンド（こ達する。もし， このような水の料金をレバノンの法律に基づき， ha当

たり 80レバノン ・ポンドに抑えた場合には，年間の欠損額は467万5,150レバノン・ポ

ンドlこ達するであろう。

開発計画；こよれば，このような欠損額をリタニ事業の発電部門の余剰によって埋め

合わすこととしている。その見込みは， j産税部門の年間総欠損額は531万8,500レハノ

ン ・ポンドであり，電力部門の余剰は597万2,000レパノン・ポンドとなる。これは電

気 lkW時当たり 5ピアスト／レ（これはベイノレートにおける電力卸売悩格である。訳注

: 1,000ピアストノレ（piastre）二 1レパノン ・ポンド）をもとに計算されており，およそ

年間 65万3,500レパノン ・ポンドの差引余剰を生ずることとなってL、る。

ところでリタニ川開発計画による受益額とその費用とを比較するにあたって，開発

局は，年間費用として濯淑施設の管理運営費および償還額を，また受益額として港夜

地に作付けられた作物の販売額の増加分を取ってし、るo約2万 l,500haに水が供給され

る場合，前者（土203万100レバノン・ポンドであるのに対し，後者は 1,218万7,000レバ

ノン・ポンドにのぼるものと推定されている。すなわち，受益額［土配水に要する貸用！

の 6倍iこも達するのである。このほか，濯級部門の費用として，発電部門と共通して

利用するダム， トンネノレ，水路の分担部分を考慮すれば，償還額を含め374万3,200レ

バノン・ポンドが加わって， I蓮瓶計画の総年間費用は577万3,300レバノン・ポンドに

なるが，これはやはり受益額の半分以下である。以上のような費用と受益額とを比較

評価し，開発局は次のように結論している。すなわち，「滋j伎の開発によってもたらさ

れる利益ならび水力発電部門に帰せられる適正な収入割合からして，本報告書に述べ

られた計画1：；：，正当かつ経済的に十分ひきあうものであり， しかも通常の条件で融資

しうるものであることを示 している」（「リタニ川開発計画書」による）。

さらに， j養液水の施用によって生ずる農産物の産出高の増加ならびに滋級地におけ

る作物に必要な諸生産資材の支出の増加は， レバノン国民経済全体における購売力を

数倍にも増加させることを指摘したい。しかも生産資材の取扱業者や農産物の販売機



:tfr藤瀦統計回の経済的考察（明） 119 

関は，これらの増大した資材あるいは農産物を取り扱うため従業員を増加するであろ

うc このようにして資金的にはそれ自体で償還でき，さらに費用をかなり上回わる利

益をあげうるこの開発計画は， レパノン国民の福祉の向上に大きな寄与をなしうるの

であるc

5. 揚水施設の建設のとり止め

レバノン政府はリタニJll流域開発計画の第 1段階の建設の契約を結びつつある。し

かしながら，本計画は若干の点において修正された。その 1っとしてベッカの南部

4.700hoへの揚水施設をとりやめることとなった。 これによって，カラオウン ・ダムか

らア／ジャーノレ（Anjol）までの 20km余りの距離を通水する運河へと，山腹に沿って

50m揚水するのに要する電気約 1.000万kW時全他の用途にふり向けることが可能とな

るc さら二，この事業に要する ho当たり450レバノン ・ポンドにおよぶ高い費用をな

くすことができる。もともとこの揚水計画は，自分の住んでいるところよりも下流の

リタニ川の水量を増加させる浸湿水をその土地から供給している農民｛こ利益を供与す

るために，また小河川から揚水してL、る農民の負担を軽減するため、こ，計画されたも

のであるご予定された ho当たり 50レパノン ・ポンドの料金は，こうした農民の負担

を約65%減少し，国営の滋瓶事業から水を得ている他の農民と同じ水準までこれら農

民の負担を下げるものであった。さらに，この揚水計画（；！；，肥沃な下部ベッカの農業

生産を増大し，特に最近建設された製精工場に販売する甜菜の量を増加するのに寄与

するものであった。

6. 費用および生産の変化に対する影響

以上のよう Jニ，カラオウン貯水池から水をポンプで揚げて 4.700hoの第 li級の土地

に滋殺する計画をやめると L、う決定は，本事業計画全体の経済性に関して問題を提起

しているご経済的見地からすれば，濯淑の収益性は生産に要する諸費用，収量および

生産物の価格の変化によって当然修正されることとなる。そこで以下考えられる諸変

化につい考祭してみよう。

第 l，こ，ポンプで揚げる水の供給費用金決定するにあたって，使用電力は 1kW時当

たり 5ヒアストノレであるという仮定のもとに行なった。しかしある調査によれば，火

力発電のそ1.t:::kw時2ピアストノレ以下であるとされている。もし揚水：こ使用する電気

がkW時当り 2ヒアストノレだとすれば，ベッカの揚水地区の ho当り費用（主，年間 450

レバノン・ホンドから 384レパノン ・ポンドと減少することとなる。

第 2.ニ， 1951～52年の調査によってきめられた平均収量lよ， ho当たり甜菜では 1万

3,930kg，馬鈴薯（主 l万2,000kg，たまねきfは 1万2,233kgでゐった。しかし現実にペッ

ヵ：ニおける優秀な農家をみれば，これら作物について ho当たり 2万kgの収量をもあ

げてL、るのである。またある報告によれば，ペッカにあるアメリカ ン大学の農場にお
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第2表 ベッカにおける主要作物の ha当り費用および収益見込み

（単位 レバノン ・ポンド）

イ午 代｜｜｜費の他用｜｜｜ 水 利 貸

たまねぎ 198.00 210.00 200.00 259.00 10.00 384.00 

馬鈴薯 308.00 310.00 250.00 376.50 10.00 384.00 

百甘 菜 50.00 235.00 250.00 257.50 l 0.00 384.00 

物｜総費用｜収（匂）呈｜価（kg）格｜粗収益｜総費用｜純収益

たまねぎ I1,261.00 I 20,000 

馬鈴薯 Il ,63s.so I 20.000 
甜菜 I1, 186.50 I 21.300 
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ける甜菜の収量は無施肥，低湿濯j伎のもとで， ha当り 2万7,300kgである。さら Iこ窒

素 500kg，燐酸 l,OOOkgを高湿の濯淑地に投入するならば，収量l土4万6,660kgへと増

大する。そこで普及事業会通じて普及員が農民に進んだ生産技術ないし方法を普及す

るならば，たまねきごや馬鈴薯について ha当り 2万kg,~甘菜二ついては 2 万7,OOOkgの

収量をあげることも一般的：こなると考えられる（第 2表）。

このような計算の結果， I産j陵地における作物が第2表の示す収量をあ：T，シつ平均

価格もしくは平均を下回わる価格で販売される場合，その純収益はすでに算出し二ペ

ッカの揚水地区：こおける濯減水 ha当り 384レハノン ・ポンドの料金を支払ってっちな

お投下労働lこ見合った金額を上岡わっている。このことはまた，南部ベッカ．ニおける

農民が，その耕作方法’二ついて改良普及員の勧告lこしたがうならば，揚水された水の

濯萩料金を支払った後，なお現在の労働J所得を倍噌することができることを示してL、

る。さらに，レパノン：ニオ5＼、ては，普及員の指導のもと：二，カラオウン貯水池下うの

揚水でもって馬鈴誓，たまねま， 甜菜の生産を拡大することが経済的ごあると f、ぅ結

論が得られるのであるご

7. 流水を貯える堰について

テノレボル（Terbar) より北のリタニ川の上流部；こ位置する農民：立， I} !7ニ流域の関

発計悶から利益を得るところがなL、。なぜならば，夏；こその農場をうるおすため！こ，

冬季の流水を貯える措置が何らないからである。アメリカ合衆国西部の山岳地帯で

は，多数の小さな堰が流水を貯えるために峡谷部に建設されている。その水（土夏の乾

期に，濯淑用へと放出される。このように，ペッカの両側；こそびえる山から流れ落ち

る小河川の冬季の雨による流水をせきとめる小さな壊をつくっておけば，水の一部：＝

夏に．ペッカ平原のj産税；こ使うことができるであろう。また，岩からなる曜の側面ぬ

よび底部からもれた水も，ベイノレー ト・ダマスカス聞の高速道路とパールベ・；； :;' 
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(Baal beck) との聞の平原に現在あるあるいは将来掘られる井戸へと流れ込み，井戸か

ら汲み上げられる濯減水を増加させるに違いなL、。こうした堰の建設費用はたL、した

ものではない。建設費用のかなりの部分は，経験ある土木技術者の指導のもとに，農

閑期に農民によって提供されよう。土木技術者の見通しによれば，このような滋概水

の供給費用は，それが現在の非港紙地に施される結果生ずる大幅な収量増による収益

増によって十分に経済的たりうると考えられるのである。

（追記） 本報告はひきつづき InternationalJournal of Agarian Affairs, Val. ff , Na.5, 

1959, Oxford University Press iこ登載のものの編訳である。
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