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マレーシア国での水田濯概技術協力

山田雅弘

日次

1.はじめに

E 総合報告書

E 四半期別報告書(次号以下に掲載)

第 I章水田濯j既技術協力の業務着手

第 2章業務プログレス土壌タイプ別水田用水

量測定装置の選定

第 3章業務プログレス 2・N型減水深測定装置と

調査地域の特徴

第4章業務プログレス 3・KADAの主要水利施設

と熱帯農業環境

第 5章業務プログレス 4:水田用水量調査位置の

選定と受益地の把握

第 6章業務プログレス 5:水田用水量調査結果と

水利環境分析と評価

第 7章業務プログレス 6: KADA地区周辺の気象

水文環境

第8章業務プログレス 7: KADA水管理施設改善

の提案

1.はじめに

穀物の中でもアジアのモンスーン地域を起源とする稲は，連作性のゆえにア

ジア南半分に広がる多くの人口を扶養してきている。そして，水田文明は，地

域特有の農業水利開発を中心とした技術を発達させてきた。低平地は，水辺に

近いので人間活動や水田農業生産の場として，古来より利用されてきたが，一
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方では洪水等の自然災害を受け易い。このため，この地域の住民は，経験を積

み重ねた洪水防御のための築堤工事や排水路整備工事を行い，水田農業を維持

してきた。

マレーシア国の水田農業は， 100万 ha以上の水田団地を持つタイ国やミヤ

ンマー固に比較すると，極めて小規模の水田農業で、ある。しかし米を主食と

している現状では，外国からの輸入米やタイ固からの密輸入米に依存する訳に

はいかず，マレー半島のタイ固と接する低平地帯で水田農業を続けている。マ

レー半島東岸に位置するケランタン (Kelantan)州には，マレーシア農業省

クムブ (Kemubu)農業開発公社 (KADA)が維持管理を管轄する約 6万 ha

の濯蹴農地があり，この内 3万 3，000haは水田である。水田二期作が可能で

あるが，天水に依存で、きる用水量は僅かで，必要な用水量を河川水に依存して

いる。しかも，毎秒90トンの必要水量は，ケランタンJII'hミら 3ヶ所の大型揚水

機場で取水している。河川|からの取水は，一般的に我が国を含めて自然取水に

よる重力濯i既である。

KADA地区のように， 1万 haを超える揚水濯慨は珍しく，電力量等の維持

管理費が重力濯慨に比較して増大する傾向にある O

筆者は，水田濯瓶技術指導の技術者(JICAシニア海外ボランティア)とし

て2002年4月以降 2年間，マレーシア国へ派遣された。その主たる業務の目標

は， 6トン/haの稲作収量と23万円/戸の年収益(日本円換算)の確保である。

しかしながら， 3万 ha以上の水田の全体的な平均値としての目標としては，

あまりにもハードルが高いのが実態であった。

そこで老朽化した濯蹴施設に対し，将来の更新時期を踏まえて，基礎的な

データを収集する目的で¥広域の水田用水量の調査を実施した。さらに，現況

施設の維持管理の改善についても工夫した。地球温暖化の影響が現実味をおび

てきた近年，特に水田用水量(目減水深)調査は 大型揚水機電力量の削減だ

けでなく， CO2排出量の削減にも寄与するものと考える。さらに世界銀行規模

のプロジェクトとして建設された，モンスーン地域の濯概施設の現状と将来に

貢献できることを期待している。
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rr.総合報告書

1. 案件の概要

1) 要請の内容及び協力の背景

(1) 要請の内容

平成13年度シニア海外ボランテイア要望調査表 (C160000901201)による

と，本案件の配属機関は農業省農業局，さらにその配属先はケランタン州コタ

パルに本部を持つクムブ農業開発公社である。この地域は，全国に 2ケ所ある

大規模水田濯概の内の Iケ所である。 6万 haの濯蹴地域と 3万3，000ha

(Form Slでは about33，000ha)の水田，ここに 4万5，000世帯の農家がある。

当公社はこの濯i障に責任を持ち，この地域，及びケランタンナト|の経済的，社

会的発展に資することを目的としている。具体的に米の収量をヘクタール当た

り6トンに引き上げ，農家の年間所得を23万円に持っていく目標を立ててい

る。このために公社は，緊急に濯概システムの近代化を必要としている。

以上の要請背景に対し，業務概要，要求される技術レベル等の条件及び配属

先の業務概要は，以下のとおりである。

a) 業務概要

① 業務上の地位:農業土木土学エキスパート

② 対象者・農業省職員(公社職員)

③対象者の技術水準，学歴，年齢:土木工学部卒，勤続23年， 48歳

④ 業務内容:現存システムと実施を見直す。現在の欠点を見出し改善を

勧める。技術書の専門的評価墓j既近代化計画の助言。現場実施検分，職

員の指導等

⑤ 現地で使用できる機材:パソコン等事務用機器，土地測量器，基本調

査機器

⑥ 業務で使用する言語:英語

b) 要求される技術レベル等の条件

① 年齢:50歳以上 69歳以下

②学歴:大学農業工学部卒程度(調査表どおり)

③ 経験年数 :10年

水利科学 NO.310 2009 
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④性別.不問

⑤ 資格.特に限定しない。

⑥ 技術についての特記事項:農業水利計画，配水網と管理，配水レベル

の管理，水田の排水，排水網の管理藍i既管理に情報技術を導入，流水測

定，農家に於ける水管理，これらの全てでなく一部の専門で構わない。

c) 配属先の業務概要

ケランタン)11から荏原製作所の揚水機で、河川水をヲlき上げ，水路を経て水田

に濯概する。 i韮j既部では墓i既の開発，運営，維持管理，建設等の業務を56人

の職員で行うほか，地域部の職員も動員する。

(2) 協力の背景

クムブ農業開発公社 (KADA)は， 1969/1972年の国会の議決により，

1972年2月26日，マレーシア農業省内に設立された公社である。公式には，

1973年3月3日，農業省内でスタートし，次の役割を持っている。

a) クムブ地域において，経済と社会開発を促進，刺激，補助そして着手す

ること。

b) 州政府によって指定されても良いこのような農業開発に対し，クムブ

地域内に計商，着手すること。

KADAは， 5つの濯概組織維持の責任を持ち，その名称は，クムブ

(Kemubu)濯瓶組織 (19，OOOha)， レメール (Lemal)擢蹴組織 (9，300ha)， 

パシー jレマス (PasirMas)濯蹴組織 (2，lOOha) セーラー (Salor)濯蹴組

織 (S50ha)，アロールパシール (AlorPasir)濯概組織 (230ha)であるo

KADAの支配下の全土地面積は60，43Shaで，この内，二期作に適する水田面

積は， 31，440haである。クムブ (Kemubu) とセーラー (Salor)濯概組織

は，ケランタン (Kelantan))11の東堤防倶ijに位置し，レメール (Lemal)，パ

シールマス (PasirMas) とアロールパシール (AlorPasir)濯概組織は，西

堤防側に位置している O クムブ (Kemubu)濯j既組織は， 5つの組織の内，最

も大きな紙織である。既存施設に関連する他の地域への責任は，継続して水供

給を保証することとして計画された。これに伴う通常の検査，サービスそして

修理作業は，部門別またはコントラクト下で実施される。効果的な水管理の実

行には，既存施設の改善を必要としこれによって水は，経済的，効果的，効

率的に農地に供給される。これは，舗装された水路，圃場への分水口，水門，

ポンプ場等の設計と建設を包含している。クムブ濯概プロジ、エクト (Kemubu
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Irrigation Project)は，ムダ濯i既プロジェクト (MudaIrrigation Project)に

継ぐ，マレーシア第 2の面積を有する水田農業地帯に対する世界銀行 (World

Bank)のプロジェクトである。このプロジェクトの 5つの濯概組織の全工事

費 (EngineeringWorks)には. US$75， 000， 000が投資され，この内世界銀行

のローンは， US$30， 000， 000であった。世界銀行のプロジ、エクト実行監査報告

書 (Pr、jectPerformance Audit Report)によるとクムブ濯蹴プロジェクト

(Kemubu Irrigation Project)のローン (Loans500-MA)は， 1974年 1月に

終了している。経済収益率 (EconomicRate of Return)は， 10.5% (1962年)

になっている。主要工事は甚j段水路(IrrigationCanals) 705km. 農道

(Farm Roads) 685km，排水路 (DrainageCanals) 683km，橋 (Bridges)

J39ケ所，調整水門 (Regulators)212ケ所藍瓶サイフォン (Irrigation

Siphon) 227ヶ所，排水サイフォン (DrainageSiphon) 227ヶ所，日音渠橋

(Culvert Bridges) 248ヶ所，頭首工 (HeadWorks) 1ヶ所等である。

2) その他の関連事項

(1) 同一配属先における専門家等の配置状況(派遣実績及び要請状況を含

む)

一般個別専門家:野菜栽培のシニア海外ボランティアが配置されていた。

任期は， 2002年 4月までであった。

-協力隊員:なし

-他専門家等.なし

(2) 生活環境

a) 住居地域.コタパル市

b) 住居提供.なし

c) 主要都市までの交通機関及び所要時間:コタパル市まで 4キロ，乗用車

保有が有利O

d) 利用可能な医療設備有

ε) 公務用交通手段提供:有，乗用車

f) 公務用内国旅費支給:有，支給額日 1泊2401)ンギ

g) 年次休暇:30日

h) 日用品購入事情価格(普通)，品質(悪い)，物質(普通)

i) 気象状況:気温(25
0
C~330C) :雨期 (6 月 ~9 月) :乾期 (10月 ~2 月)

水市j科学 No.31O 2009 
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注:雨期乾期の調査表は 収集情報が適当ではない。

j) 治安状況.比較的良い

k) 風土病:日常生活において問題なし

2. 配属機関の受入体制

1) 配属機関及び業務の形態

(1) 配属機関

配属機関は，マレーシア政府農業省クムブ農業開発公社土木部である。

KADAの組織図は，図-1に示すとおりである。 KADA開発事業費は， 5ヶ

年毎に計上されるが， 2003年度が最も多い。 KADAの予算責任者(事務担当

副ジェネラル・マネージャー)によると， 2001年度~2005年度(5ヶ年間)の

合計開発事業費予算は， 1996年度~2000年度(過去 5 ヶ年間)の合計開発事業

費予算より増加しているとの説明である (RM=リンギ)。

. (2001年度): RM 10， 575， 000 

・(2002年度): RM 17，364，800 

・(2003年度): RM 20， 728， 200 

・(2004年度): RM 15，430， 000 

. (2005年度): RM 19，570，000 

(2) 職員数.約1，200名 (2004年3月現在)

(3) 勤務時間:午前 8時から午後4時(休日 金曜日と祝祭日)。木曜日に

半日勤務の週は，土曜日に 1日出勤。木曜日に 1日出勤の週は，土曜日休日。

週休2日は，月 2回。

2) カウンターパート

-氏名:Ir. Lim Gu Woon 

-学歴.マラヤ大学工学部土木工学科卒

・職位:土木部長 (Headof Civil Engineering Division) 

-技術水準:マレーシアの政府登録技術者 (Ir.)の有資格者

-シニア海外ボランティアとの業務上の関係:KADAが抱えている問題

点の協議と今後の対応の協力関係(専任)

水利科学 NO.310 2009 
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3) 便宜供与

(1) 視察(任国外出張)

-当初予定期日:2004年10月2日 実施日:2004年10月8日

-公務任国外変更理由・カウンターパートの他の公務出張都合のため

・出張先:マレーシアとタイとの国境河川であるゴロック川を境にしてタ

イ国側のナラテイワット県内を流れるパンナラ川に建設された防潮樋門及

ぴ周辺地域の現況踏査(JICA無償資金協力により 1992年に完成)

. KADAスタッフ 3人と共に公用車でスンガイ・コロックの出入管理局

を通過し約 3時間踏査した後，同じスンガイ・コロック出入管理局から

マレーシアに入国した。

(2) 情報支援

過去の]ICA報告書の検索システムを利用する。

・キーワードは，農業で，報告書のタイトルに，農業開発の文字があるこ

と。

タイ国の情報支援の提供先

. KADAの水田地域の構造改善に資するため カウンターパートである

土木部長に提供した。

(3) 報告書名

.タイ国南部タイ泥炭土壌地域農業開発計画事前調査報告書一国際協力事

業団農林水産計画部. 1992 

・タイ国南部タイ泥炭土壌地域農業開発計画調査主報告書一国際協力事業

団. 1993 

3.活動内容及び実務実績

1) 業務実施計画(当面計画及び調整変更計画)

(1) 当面計画

a) 業務の範囲の内容

Slフォームによると，ケランタン川から揚水機場のポンプで河川水を揚水

し，用水路を通して水田に濯蹴している。土木部では韮j既施設の開発，運

営，維持管理，建設等の業務を56人の職員で行うほか，末端の職員も動員して

濯瓶組織の運営をしている。ケランタン (Kelantan)JIIからの各幹線揚水機

場に接続する幹高泉水路は，ほとんどが土水路であり，かなりの水路損失が予想、

水利科学 No.310 2009 
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され水管理の改善に対し，今後の取り扱いが大きな課題である O

①現存システムと施設を見直し，現在の水管理の欠点を明らかにし改

善策を勧める。

② 技術報告書の専門的評価と濯蹴技術の近代化計画の助言。

③ 現地踏査と職員の指導。

b) 技術移転の項目別目標及びスケジュール

技術移転の SIフォーム上の目標設定は，技術的問題として，農業水利計画，

配水網と管理，配水レベルの管理，水田の排水，排水網の管理，濯蹴管理に情

報技術を導入，流水測定，農家における水管理，これらの全てでなく一部の専

門で構わないと記述されている。また，業務の目標は，具体的に米の収量を 6

トン/haに引き上げ，農家の年間所得を23万円に持って行くことである。

(2) 調整変更計画

2002年4月17日， KADAに着任挨拶後，カウンターパート (KADA土木部

長)と共に現地の主要施設を概略踏査した。その後 土木部内の会議室におい

て問題点を整理し，協議の結果，土木部長より，次の目標の説明を受けた。

a) 営農の目標

① 土地利用率は，約170%~200%ヲ I き上げる。

② 米の収量は，約4.0 トン/ha~ lO. 0トン/haの増収を目標とする。

b) 濯蹴施設操作の目標

① 降雨を有効に利用し有効降雨の利用を濯j既用水量の40%まで増加さ

せる。

② j韮i既用水の取水から末端までの濯j既効率(用水損失量を差し引いた実

用水量の取水量に対する比率)を60%までヲlき上げる。

③ 農業機械が，容易に操作可能なように圃場の排水を改善する。

④対象地域に，全て IS09002資格を取得する。

上記の目標設定を基本として，実施スケジ、ユールを作成する O

c) 目標達成のための具体的方法

カウンターパート(土木部長)と協議， KADAの水管理の現状を考慮する

水管理レベルの向上を図るには，次の諸点が考えられる。

① 基本的データ諸元の収集とデータの加工整理分析と指導0

・水田用水量の測定 (N型減水深測定器の応用)

・還元水の測定 (CB法)
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-有効降雨の測定(定時観測， 自記観測)

② 分水工流量の測定(パーシャル・フリューム，水理理論公式)。

③ 幹線水路の用水路到達時間の実測と水路操作担当者の配置の再構築。

④ GPS (地球測位システム)を使用した水利構造物の位置の確認と水管

理情報システムの応用による有効降雨利用率向上の実現と指導。

⑤ 現況の電動化施設の適正な維持管理と，将来の水管理技術者養成を前

提とした分水工操作施設の電動化の提案と指導。

⑥ 需要主導に対応する中央集中管理施設の提案と，維持管理費節減対策

と指導。

⑦渇水期の水源揚水機場の運転を困難にしている，ケランタン

(Kelantan)川の水位低下に対する堰上げ構造物の改修の提案と指導。

③ 安定した水管理による水稲作の増収の提案と指導。

以上の技術移転に対し段階的に進めていくが，カウンターパートが現在進

めている， 200ha程度のモデル農地の水利施設の改善高度化に平行して進めて

行く予定である。

2) 活動内容及び業務実績

(1) 計画の達成度

a) 目標の達成度

① 基本的データ諸元の収集とデータの加工整理分析と指導。

水田用水量は，ほほ目的の調査を実施することができた。次に還元水の

調査は，実施できなかった。さらに有効降雨の測定は，ほほ目的を達成出

来た。これらの達成度を総合自己評価すると80%の達成度と考える。

② 分水工流量の測定(パーシャル・フリューム，水理理論公式)。

既存流量観測施設の改善は，具体的成果の節で記述する理由により実施

できなかった。水理理論公式のソフトについては，雛型を提示できた。総

合自己評価は， 50%の達成度と考える。

③ 幹線水路の用水路到達時間の実測と水路操作担当者の配置の再構築。

KADA土木部は，着任当時 IT機器を活用したドイツ製のリアルタイ

ム水位測定器を保有しており，これを活用する方針で、あったが，コンピュー

ター・ウイルスの侵入により，インターネットを利用した各種変換ソフト

が動作しないとの理由で実施できなかった。機器を導入したクアラ・ルン
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プールの中国系取り扱い庖に出向き相談したが，すでにメンテナンス契約

は終了しているとのことで無償のサービスを拒否された。カウンターパー

トは. KADAの職員に高度な機器操作を要求することは適当でないと判

断した。 KADAには. IT室があり. LANシステムの管理を常時行って

いる。勤務室で LANシステムに接続して常時使用している日本から持参

したノート・パソコンもコンピューター・ウイルスの侵入により. USB 

接続が不可能になるなどの障害が起きた。水位計測機器使用不能の正確な

原因は不明のままである。 KADAの幹線水路には，主要水利施設地点に

固定した標尺 (Staff)が設置されている。用水の到達時間は，携帯電話

の普及により，オートパイで巡回している現地職員が，それぞれの標尺の

読みを携帯電話で本部に連絡し用水の到達を把握する方法を強化するこ

とで当面対応することとした。総合自己評価は. 50%の達成度と考える。

④ GPS (地球測位システム)を使用した水利構造物の位置の確認と水管

理情報システムの応用による有効降雨利用率向上の実現と指導。

GPSは，ハンデイータイプの米国製のものを現地業務費で購入した。

また有効降雨の分析評価は，携行機材の自記雨量計の設置に平行して，

「水文課のエンジニアを中心として解析が進んでいる。観測データを

CD-RWに書き込むことができるように準備が整った。総合自己評価は，

80%の達成度と考える。

⑤ 現況の電動化施設の適正な維持管理と，将来の水管理技術者養成を前

提とした分水工操作施設の電動化の提案と指導。

KADAの電動化施設において，水源で、あるケランタン;11からの主要3ケ

所の揚水機場の維持管理は，常駐管理職員の24時間管理体制によりほぼ適

正に実施されている。このほか，幹線制水門や放水路の水門操作が電動化

されている。これらについては，巻き上げロープのグリス等の維持管理が

適正で、なく. KADA 水管理課に通常管理の徹底をアドバイスした。分水

工操作施設の電動化の提案と指導は，②で記述した分水工流量の測定の改

善ができなかったので，具体的な提案には至らなかった。総合自己評価

は. 50%の達成度と考える。

⑥ 需要主導に対応する中央集中管理施設の提案と，維持管理費節減対策

と指導。

KADAの水管理施設を需要主導に対応で、きるよう改善するには，現在
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進めようとしている GPSと有効降雨量の評価により実現可能となる。着

任前から. KADAの水管理システムの模式図は，中央集中管理室にグラ

フイツク・パネルを設置できるように作成されている。ただし，全ての水

利施設をパネル化すると高額の費用を必要とするので，重要施設に限定す

る必要があるであろう。この考え方については.] apan Agricultural 

Engineering Mechanization Association (JACEM)が. 1989年10月に実

施したセミナーのプログラムの 1つとなった. Irrigation Water 

Management and Small Scale H ydropower Generation in Irrigation 

System in ]apanの冊子のコピーを提供した。総合自己評価は. 70%の達

成度と考える。

⑦渇水期の水源揚水機場の運転を困難にしている，ケランタン

(Kelantan) ) 11の水位低下に対する堰上げ構造物の改修の提案と指導。

ケランタン川の水位は.2月から 5月の聞に渇水状態となり揚水機稼働

の限界水位以下となることがある。このため，現在は簡単な杭打ち施工の

周定堰による水位コントロールである。このため，堰タイプを変えた新た

な堰の建設プロジ、エクトが必要である。大規模河川に堰を建設する場合

環境影響評価が必要となる。カウンターパート (KADA土木部長)は，

堰建設の具体性を踏まえた環境影響評価プロジェクトの申請をマレーシア

農業省に提出した。総合自己評価は. 90%の達成度と考える。

③ 安定した水管理による水稲作の増収の提案と指導。

最終的な目標となる項目であるが，任期中に収量の増加は実現していな

い。この原因は，モンスーン期の遅れという天候上の問題と農民の稲作生

産意欲の減退という二重のマイナス要因によるところが大きい。この点に

おいて. KADAの水管理課担当者ではどうにもならない要因が関係して

いるため追及はしないこととする。

圃場レベルの水管理と水路レベルの水管理に分けて考えると，任期中の

水稲作は，田植えをしない直播が多く，粗放農業の形を取っており，収穫

も大型コンパインを使用している。地域によっては，田植えをしている水

田団地を見かけることがあり，労働力を投下すれば可能で、ある。苗床の設

置と田植え重視の集約農業を提案する。

これに伴い草概水路の整備が必要であるが，更新事業を提案すること

に止める。総合自己評価は. 50%の達成度と考える。
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本業務に関して以上の自己評価をしたが，全体としては， 75%程度の達

成度と考える。

b) 具体的成果

① 基本的データ諸元の収集とデータの加工整理分析と指導。

N型減水深測定器を利用した水田用水量の測定は， 2003年度の第一期

作において KADAの擢概水団地域20ヶ所で実施した。この結果は，日本

の土壌タイプ別減水深測定結果と比較して妥当な範囲である。 2007年の

NHK Worldのプロジェクト Xでも紹介された愛知用水(世界銀行プロ

ジ、エクト)の当初計画において実施されている大規模濯蹴計画に不可欠な

調査であり，今回の調査法技術移転において最も大きな成果である。 2003

年度第二期作の調査は，雨期の始まりが2ヶ月以上遅れ， 2004年 1月末に

測定を始めたので，任期中の測定終了は困難な状態である。還元水の測定

は，すでに排水路に落ちた濯蹴用水を再びポンプで揚水して利用するシス

テムができており，ポンプ運転時間で計量可能で、ある。しかし水団地域

が広域であることから無効に放流されている濯概用水も多く，カウンター

パートを交えて協議した程度に止まり，具体的な調査には至らなかった。

さらに，有効降雨の測定は， KADAの既存の定時観測点と自記観測点

について2002年の日降雨量データから分析し，相関分析の成果を得た。相

関分析には， Microsoft Excelの関数ソフトを使用したので，任期終了後

においても KADA土木部水文 (Hydrology)課のスタッフで分析評価を

継続することは，容易である。

② 分水工流量の測定(パーシャル・フリューム，水理理論公式)。

分水工流量の測定は，パーシャル・フリュームや矩形の溢流堰形式の流

量変換目盛りを応用した流量観測施設があり，ネルピックゲートを据え付

けた日本の水門鉄鋼 (Steelgate)メーカーとドイツのコンサルタンツが

指導したとの聞き取りであった。カウンターパートは，測定ゲートの更新

事業に備え，操作マニュアルの提供依頼を求めて来たので， 日本に問い合

わせたが，当該メーカーはすでに海外事業を停止し，フランスのネルピッ

ク社との契約を破棄しているとの回答を得た。これについては，カウン

ターパートに連絡し直接ネルピック杜と連絡することで対応を打ち切っ

た。また，潜り流出(下流水位の影響が水門 (Gate)からの流出量に影

響する)の場合の水理理論公式について， Microsoft Excelのソフトを応
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用し計算ミスを軽減できる計算ソフトを作成した。考え方を理解すれ

ば，応用範囲は広いと考える。

③ 幹線水路の用水路到達時間の実測と水路操作担当者の配置の再構築。

KADAは，束堤防側に 4ヶ所の地域事務所，西堤防側に 2ヶ所の地域

事務所を設置しており，それぞれ多数の常勤職員が勤務している。用水量

調査中において，携帯電話の普及により，本部からの各観測点を公用車で

巡回中，職員が指示場所に待機できたので，広域水田を薩慨する水路の水

路担当者の配置は機能できていると考える。

④ GPS (地球測位システム)を使用した水利構造物の位置の確認と水管

理情報システムの応用による有効降雨利用率向上の実現と指導。

KADA地域内の降雨量観測データをマトリックス型に整理し，一定期

間の降雨量データを MicrosoftExcelに入力し 3次元マトリックスグラフ

を表示して，アメダス方式の視覚化に変換，簡単に地区内降雨の分布が分

かるように指導した。

⑤ 現況の電動化施設の適正な維持管理と，将来の水管理技術者養成を前

提とした分水工操作施設の電動化の提案と指導。

30年前に日本のメーカーが作成したゲートの納品図面をチェックし， 日

本との E-mail交信で当時の状況を知る程度に止まった。 KADA土木部

は，多くの分水工施設の電動化は困難と考えている。

⑥ 需要主導に対応する中央集中管理施設の提案と，維持管理費節減対策

と指導。

目標の達成度の節で記述したように 日本の実施例の紹介をしたが，

KADA職員の人員削減にかかわる提案は，期待されていない。当分は，

有効降雨量の効果を期待してポンプの運転時間を軽減することのみであ

る。

⑦渇水期の水源揚水機場の運転を困難にしている，ケランタン

(Kelantan) JIIの水位低下に対する堰上げ構造物の改修の提案と指導。

カウンターパート (KADAの土木部長)は， 2003年9月21日付けで，

Study On The Environmental Impacts Of Proposed Inflatable Rubber 

Dams Across The Kelantan Riverの提案書を農業省に提出した。この提

案は，日本のラパーダム実施例を参考に環境影響評価プロジ、エクトの申請

をしたもので，利水側の立場で、の将来の皐魁予測に対応する。食料の安定
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供給において妥当な調査と期待したい。

③ 安定した水管理による水稲作の増収の提案と指導。

KADAの湛概水田面積 (31，440ha)の内， 1995年~2001年の第一期作

の作付面積は， 24，372ha (77. 0%) ~29， 637ha (94.0%)の範囲であっ

た。また平均収量は， 3.59 トン/ha~4. 36トン/haであった。次に同期間

の第二期作の作付面積は， 20，877ha (66%) ~27， 231ha (87%)の範囲

であった。また平均収量は， 3.43 トン/ha~4. 35トン/haであった。以上

のように，最近 7年間の単収は， 目標値の10トン/haには程遠い。着任し

た年である2002年の第一期作の作付面積は， 26，273ha (83.5%)であっ

た。また平均収量は， 3.26トン/haであった。次に2002年の第二期作は，

J 降雨量の不足のため農家の水稲作の準備が遅れ，作付面積は17，363ha

(55%)に止まった。単収については，まだ把握できていない。以上，出

典は，土木部水管理課である。

KADAの地域においては，一音s8.0トン/haの収量を上げている地域も

あるが，現時点においては， KADA土木部の指導による水管理の改善が，

収量に反映したと言える具体的成果は明らかではない。

伊) 計画の妥当性

a) 期間

シニア海外ボランティアとして，今回の業務の期間は，必ずしも十分ではな

かった。マレーシア側の要請では，土木部に同時に 2人の農業土木工学エキス

パートを要請しているが，日本側は 1人を派遣してきたとカンウターパートは

着任時に話した。与えられた期間に末端濯蹴施設管理の技術移転と広域農業水

利計画の技術移転の両方を実施する必要があったので，十分な期間であったと

は言えない。しかし KADAの農地はゴロック川を境にしてタイ固と隣接し，

タイ側からの安いタイ米の密輸入が日常化しているという，難しい社会経済的

環境にあるこの地域の水稲作を考慮すると， 2年間の水管理の改善で解決する

状況ではないと判断する。従って，一旦ここで区切りを付けるための期間とし

ては，妥当と考える。

b) 規模

KADAの濯j既対象地域は， 33，000ha (英文 FormS1)の広範囲であり， 2年

間という限られた期間内に，全体的な水管理の指導をシニアの立場(I人)で

進めることは，容易でないことが派遣前から予測できた。これまで， ]ICAの
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東南アジア地域の農業開発調査に関与し濯瓶排水・水理 (Hydraulics)・水

文 (Hydrology)の担当者として， 100万 ha以上の広域水田の水管理基本計

画に参加した経験から，担当者レベルの役割分担のない I人での指導は， 目標

設定を絞ったものになると考えた。

KADAの濯蹴水路は， 30年程前に世界銀行の融資を受けて施工された施設

であり，同じ頃世界銀行の融資を受けた日本の愛知用水の水位流量制御施設と

同じ，フランスのネルピック杜の製品を設置していた。これまで，愛知用水の

施設を身近に見て来たので，着任後の踏査で KADAの水管理施設を知り計画

の構想が立て易かった。さらに20年程前，韓国の世界銀行融資の栄山江プロジ

ェクトの水管理計画エキスパートとして，韓国農林部農業振興公社で勤務した

経験をカウンターパートに説明の上での協議であり，技術移転指導業務の規模

は，ほほ妥当であったと判断している。

c) 内容

業務計画の内容は，計画の達成度で詳細に記述したとおり目的を達成できて

いない項目もあり，着手報告書作成時点で KADAの水管理施設を十分に把握

できていないこともあった。従って，完全に消化できない個別の技術移転が

25%手皇子支ることになった。

d) 方法

本業務計画を策定するにあたり，マレーシア政府が抱えている主食(米)の

圏内受給率向上の国家政策に沿って，日本がアジア圏で体験した水稲作技術支

援の苦い過去の実績(農業土木学会編海外技術協力書を参考)を踏まえ，主

として隣国タイ国に対する ]ICA開発調査の方針を参考にしつつ技術支援を実

施したので，妥当であったと考えている。

(3) 受け入れ側の制約要因

a) 権限

地位は，クムブ農業開発公社 (KemubuAgricultural Development 

Authority: KADA)の6つの部門の 1つである土木部門 (CivilEngineering 

Division)の水管理 (WaterManagement)業務の技術的アドバイザーであ

る。水管理業務の現状の把握と改善策が主たる役割である。水管理課・水文課

のスタッフにデータの収集や現地調査同行の指示を出すことができたが，特定

の部下はいない。

b) カウンターパートの配置
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正式なカウンターパートは，土木部長 I人である。土木部長は， 2003年 4月

より KADAの技術担当の副ジェネラル・マネージャーを兼任し多忙であっ

た。

KADAの土木部には，数人の Ir. (政府登録技術者)を取得したエンジ、ニア

が勤務しており，これらのエンジニアと相談して調査及び水管理改善の実施を

指導した。

c) 便宜供与

① 執務環境

・執務室:Civil Engineering Division内一階の水管理課・水文課の一角

に個室あり。

・秘 書:特定の人員はないが，公務で必要なことは，土木部カウンター

パートの部長室の秘書に依頼した。

・タイピスト:特定の人員はないが， KADAから ]ICA提出の公文書等

は，カウンターパートのタイピストに依頼した。

② 郵便・通信

・郵便:配達された郵便は，電話交換室に保管され，我々に連絡が来

た。

発送は，約 5kmの距離にコタパル中央郵便局があり，公用車で行き自

分で手続きをした。

・通信 :]ICA事務所等との連絡は，交換を通して電話することができ

た。メール通信は， KADAでのアドレス (masahiro@kada1.moa.my) を

もらい]ICAマレーシア事務所との聞で送受信した。

d) 経費負担

① 配属機関負担分

-公務用交通手段提供:有

KADAの公務用自動車の提供を， SV間共用で受けている。

提供車輔・日本国産，スバルワゴン車4WD，1，800cc 

走行距離・約292，580km(受け取り日， 2002年6月14日)

経 費:ガソリン代，オイル交換，洗車代は， KADA供与のクレジ

ット・カードを使用。その他パーツの交換は， KADAの車

輔部門で直接負担する。

-公務用内国旅費支給:S1フォームでは有りであるが，実際は一度も支
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給されなかった。 KADAから要請のあった出張については， 1日1泊240

リンギの支給額がある契約である。

e) 資機材

① 配属機関負担分

. KADAのLANシステムとの接続と無料のインターネット使用の許可0

・パソコン等事務用機材機器，土地測定器，基本調査機器の使用許可。

② 不足分

・業務用パソコンは，シニア海外ボランテイアが日本から持参したノー

ト・パソコン 2台で対応した。

3) 機材の活用状況，供与効果及び改善点

(1)機材の活用状況

機材の活用は，携行機材費と現地業務費で購入したものがあり， 2つに分け

て説明する O

a) 携行機材費

① N型減水深測定器

本測定器は，水田濯i段の基本調査として最も重要な水田用水量を，測定

するために必要な測定器である。日本国内製造メーカーで生産しており，

マレーシアに代理屈があることから， 1台現地購入 (RM9，000.00) した。

I台だけでは調査が不可能で、あるが，高額であるため本器の製造に特許権

がないことを確かめ，コタパルの中国系鉄工所で複製 (20個)した。調査

の達成度についてはすでに記述したとおりである。

② クオーツ・タイプ自記雨量計

本雨量計は， KADAの気象観測所の自記雨量計が20年以上の使用のた

め，故障が多く老朽化していたので，任期中のデータ収集と計器の更新を

兼ねて据え付けた。

KADA土木部水文課の雨量計担当者は，これまでも日本製の計器を使

用していたことから，計器の取り扱いを熟知しており，日本から 1台輸入

して同気象観測所に設置した。 KADA地区内において，このほか 5ヶ所

の自記雨量観測所と36ヶ所の定時観測所のデータが本部水文課に電話報告

されデータシートに記録されている。

b) 現地業務費
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① カメラ

ズームレンズの付いた通常のフィルムカメラである。現場写真として，

保存用に購入した。

② スキャナー

フィルム写真や書類のコピーとパソコンへの取り込みに活用した。

③ カラープリンター

デジカメ写真の印刷と報告書作成 書類のコピーに利用した。

④ デジタルカメラ

撮影した写真を報告書に取り込んだり.]ICAマレーシア事務所に対し

現地調査写真の報告を E-mailの添付写真として送り，業務連絡に使用し

た。

⑤水中音波探知機

ケランタン川及び KADAの幹線開水路は，土水路である。流水は，褐

色をおび濁っていることから水底の状況を知ることは容易で、はない。そこ

で，河JIIと水路の土砂堆積の状況を把握するため 移動型の水中音波探知

機を購入し水路構造物付近の水路断面をチェックした。

⑥ GPS 

GPS (地球測位システム)は. KADA地区内にある多数の水利施設を

管理するため，正確な位置情報をコンピューターに入力しておき，有効降

雨量の適正な把握と中央集中管理システムを構築する上で，重要な役割を

果たすものと思われる。この目的に沿って，米国製のハンディータイプの

GPSを購入した。

(2) 供与効果及び改善点

本業務中の携行機材は，所期の目的を十分に発揮し今後も KADA職員が

継続して維持管理できるので，特に改善点はない。しいて言えば，応用範囲を

広げた活用を KADA土木部に期待したい。

次に，現地業務費で購入した機材の内，コンピューターの周辺機器に関する

機材は，ほほ適正に利用できた。一方，水中音波探知器と GPSは，土木部職

員の通常業務のかたわら，機器の使用を実施する形を取らざるをえなく，特定

の技術職員のみにしか，技術移転できなかった。コタパルの現地購入の機器で

あり，販売庖が利用法を良く理解しているので，必要に応じ今後も活用される

ものと判断している。

水利科学 NO.310 2009 



山田 マレーシア国での水田濯海技術協力 105 

4) 技術移転活動の実際

(1)技術移転の内容と実際にとられた方法

a) 試行錯誤の過程

KADA土木部が管理する水田地帯は広範囲であり，技術移転を実施するに

あたり，携行機材の効果的運用と目標達成のために障害となっている事項を如

何にして明らかにするかに終始していたと言える。以下の機材は，その過程で

購入した機材である。

①水田用水量の基礎データとなる測定器 (N型減水深測定器)の購入

② 自記雨量計の購入

③水中音波探知器の購入

④ 各水利施設の位置を確認するため，地球測位システム (GPS)の購入

b) 効果的手法

任期中の水田濯蹴技術に対する技術移転において，最も効果的であったと思

われるのは，水田の用水量を現地で、調査するために購入し現地の鉄工所で複

製した N型減水深測定器の使用で、ある。この機材の利用により，稲と水田と

の聞に発生する蒸発散量と鉛直効果浸透量の実態を解明し有効降雨量の計算

や濯蹴効率の向上に結びつける手段を技術移転できたことである。自記雨量計

の購入も既存雨量計との連動により地区内の降雨特性の把握に貢献できたと考

える。水中音波探知器と地球測位システム (GPS)の購入は，施設が広範囲で、

あることから，具体的な効果を上げるまでには至らなかったが，施設管理の考

え方の技術移転としては効果があったものと判断している。

コンピューターの周辺機器については， IT技術の進歩により，将来の集中

管理システムを導入する時点になれば， 日本の技術水準に近づく手段として有

効であると判断している。

(2) 業務環境条件

a) 行政組織

KADAの組織図は，図-1に示すとおりである。シニア・ボランティアは

部内に配属され，カウンターパートは土木部長である。

b) 人員

土木部の本部は，調査計画設計課，水管理課，水文課，構造物施工課の 4つ

の課から構成されている。それぞれの課は，政府登録技術者 (Ir.)を課長と

する 10人程度の技術職員が配属されている。これらの課は， 6つの地方事務所
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の職員と連絡を取りつつ日常業務に従事している。

c) 権限

部を統括する権限は，カウンターパート(土木部長)が全て有しており，土

木部長の決済なしには，物品等の購入は承認されない。現実に N型減水深測

定器の複製費，測定器付属品の日本からの購入は，土木部長の決済で承認され

た。

ただし，カウンターパートが決裁権を持ち，副ジ、ェネラル・マネージャーを

兼任していたことから，上司への菓議の必要がなく業務遂行上に支障はなかっ

た。

d) 予算

KADA の2001年度~2005年度(過去 5 ヶ年間)の合計開発事業費予算は，

以下のとおりである。

. (2001年度): RM 10，575，000 

. (2002年度): RM 17，364，800 

. (2003年度): RM 20，728，200 

. (2004年度): RM 15，430，000 

. (2005年度): RM 19，570，000 

上記の予算配分では. 2003年度が最大であるが この内訳としてシニア・ボ

ランテイアの活動費予算を計上したとしても，年間 RM10， 000. 00未満と推測

される。

e) 執務状況

KADAでの執務環境は，個室があり鍵を掛ければ現地業務費購入機材等の

盗難の心配もなく良かったが，最初の l年はエアコンが故障して扇風機に依存

せねばならず，湿度の高い時は快適な環境とは言えなかった。 2年目は，新品

のエアコンを取り付けたので蚊も来なくなり快適な環境となった。

f) 習慣

イスラム教の戒律により，早朝，午後，夕方のお祈りが行われている。お祈

りは，毎日繰り返され仕事が中断する。定期的に部の朝礼があるが，参加は要

求されなかったので，退職者をねぎらう日の朝の会食会のみ部長の挨拶を聞

き，職員と共にマレー料理を食べた。
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ケランタン (Kelantan)州には，イスラム教に関する文化とタイ国境近く

に仏教の文化があるが，コタパルは，生活に密着したイスラム教やマレ一文化

の伝統を色濃く残した文化都市として知られている。市街には，マレーシアで

も有数の文化振興区があり，イスラム教や王室(サルタン家)，マレーの庶民

文化に触れることができる。

b) 教育

学校教育は， 日本とほぼ同様に，初等，中等，高等，大学に分けられ，大卒

のエンジニア資格は， 23歳から25歳である o KADAでは，高等教育程度の職

員の技術研修を定期的に KADA所属の研修所で実施しているようである。

c) 関連技術水準

KADA地域内水田の圃場レベjレの水稲作付けは， 80%以上が直播で，苗床

から移植している水田は少ない。マレーシアの比較的新しい形態の農業は，天

水田が減少し墓i既水田の開発が進んでいる。全国で濯蹴水田の開発が進んで

いるのは，ケダ (Kedah)州，ケランタンナト1. トレガヌ (Torengganu)州等

である。クムブ (Kemubu)地区は，ケランタン州の中にあり，水田二期作が

可能である。農家の経営規模は小さく，平均 3エーカー(l.3ha/戸)で単収

は低い。マレーシア農業省クムブ農業開発公社に着任後の踏査によると，水田

の水管理が不十分で，農民の姿を見かけるのは少なかった。これは，直播後の

水管理を放置する結果を生み，若い世代の農業離れは，今なお深刻で、ある。水

田に用水を搬送する用水路の水管理は，施設の老朽化と土水路の搬送ロスが大

きいため，取水揚水機場の電力料の増大を招いていた。

KADAの組織の中には，圃場整備農地部 (LandConsolidation Farm)があ

り，管理下の農地で稲作の増収計画を推進している。 KADA土木部水管理課

職員の話によると， 8トン/haの収量を上げている水田があるとの情報があ

る。

しかし現地踏査では稲の生育が不揃いで広域の面積に普及している段階で

はないと判断される。 KADAの開発費予算の制約があるが，圃場整備技術の

高度化と湛i既水路の整備が今後の大きな課題である。
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d) 関連法令

① National Water Policy (水法)

現在，草案 (Draft)ができている段階で まだ施行されていない。

② Environmental Act (環境法)

環境法は，施行されており，ダム・堰等の大規模河川工作物の建設計画

時には環境影響評価調査が必要である。

③ Irrigation Areas Enactment (濯蹴地域法)

i韮j既地域の規制に関する法律は，草案 (Draft)ができている段階で，

まだ施行されていない。

④ National Land Code (土地基本法)

土地政策や土地利用の基本理念を明らかにする法律が施行されている。

⑤ Town and Country Planning Act (都市と地方計画法)

都市計画や地方計画に必要な事項をまとめた法律と市街化区域の線引き

などに関する法律がある。

ハ e) 制度

マレーシアの稲作問題は，米の地位が低く，作目別の付加価値額(%)は，

オイルパーム41.5%，ゴム 10.6%，カカオ5.0%，米4.1%となっている。しか

し，米はマレーシア国民の穀物摂取量の75%を占めている。このため，米作農

家の政治力は強く，且つ米作農家の95%はマレ一系住民である。マレーシア政

府は， 1970年代に高米価政策への転換を図り， 1974年に化学肥料無料配布制度

の施行， 1979年に化学肥料の無料配布制度の実施， 1980年に米価補助金制度の

導入を実施し， 1980年に 1ピク jレ(60.4kg)当りlORM，2000年に 1ピクル当

り15RMを出している。

米価補助金制度の仕組みは，農家が LPM(連邦米穀公団)に売却する米だ

けに助成する仕組みで，生産者価格のみ上昇，消費者価格には影響しない。中

国系精米業の廃業と米穀の国家統制を行い，マレー系米穀卸業者の廃業となっ

ているが，米価の上昇と密輸入米の増大を招いている。米価補助金制度の導入

により国家財政の負担の増大となり，国家財政負担を如何に減らすか，農政の

課題は多い。

f) 情報メディア

KADAの IT室は， LANシステムを組んでおり自由に日本のインターネッ

トに接続可能である。業務に必要な情報を入手可能で、ある。
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(4) 技術項目別の指導難易と技術水準評価

技術水準は，上，中，下で評価する。

a) 基本的データ諸元の収集とデータの加工整理分析と指導

KADA本部の土木部は. IS09002を取得しており，きちんと説明すれば可能

である。技術水準は，上である。

b) 分水工流量の測定(パーシャjレ・フリューム，水理理論公式)

欧米の技術コンサルタントにより指導を受けているが，独自の技術開発向上

はできない。技術水準は，中である。

c) 幹線水路の用水路到達時間の実測と水路操作担当者の配置の再構築

携帯電話の普及により何とか運用されているが，農民の苦情が多い。指導が

難しく，自己責任を感じるが，技術水準は，下である。

d) GPS (地球測位システム)を使用した水利構造物の位置の確認と水管

理情報システムの応用による有効降雨利用率向上の実現と指導

利用の考え方を指導した段階に止まったが理解する技術水準は，中であ

る。

e) 現況の電動化施設の適正な維持管理と，将来の水管理技術者養成を前提

とした分水工操作施設の電動化の提案と指導

ポンプ場を除き電動化施設は少なく 分水工操作の技術移転は難しい。技術

水準の評価は，下である 0

0 需要主導に対応する中央集中管理施設の提案と，維持管理費節減対策と

指導

ポンプ場の管理に対する考え方は かなり高い。技術水準は，上である。

g) 渇水期の水源揚水機場の運転を困難にしている，ケランタン

(Kelantan) ;11の水位低下に対する堰上げ構造物の改修の提案と指導

カウンターパートのレベルが高く，技術水準は上である。

h) 安定した水管理による水稲作の増収の提案と指導

現状ではまだ難しい。技術水準は，中である。

(5) 円滑な業務実施のコツ

a) 制約要因の軽減または除去

イスラム教，公務日常生活共，宗教上の制約が多い。金曜日は，必ず休日で

あるが，木曜日に半日勤務の週は，土曜日に 1日出勤，木曜日に 1日出勤の週

は，土曜日は休日となる。週休2日の週は，月に 2回ある。日曜を休日とする
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クアラ・ルンプールと異なり 仕事の手順で不都合になることがある。人種

は，マレー人が多く，その他中国人，インド人が多い。コタパルは，タイ国境

に近いので，タイ人も住んでいる。マレーシアは，多民族国家であるが特にケ

ランタン州は，イスラム色が強いのでラマダン(断食)月には，勤務の状態が

通常より緩慢になる。この期間は，計画の実行に固執しない方が不要なストレ

スを溜めないで済む。

b) 助長要因の活用

KADA地域は，ケランタン州コタパルの周辺にあり，イスラム教の伝統的

文化を継承している。このため， 日常生活にイスラムの厳しい制約があり，容

易に他民族は他宗教を受け入れない要素が多い。しかしながら， IT技術の発

展やパソコンと携帯電話の普及により 現代の新技術を吸収しようという意欲

は強く，高度なプログラミングは難しいが，既存ソウトウェアの応用は十分開

発可能である。

仁) シニア海外ボランテイアd心f茸え

着任当時，ケランタン州のタイ国境の地域は，国境河川であるスンガイコロ

ックを渡って，農産物や生活物資の貿易が行われている。密輸業者の監視場

が，河川沿いに設けられている。最近，大きな通関所の Iつであるタイ側のス

ンガイコロックの町で，ここ数ヶ月にライフルによる警官銃殺テロが発生し，

¥17人の警官が凶弾に倒れている。ごく最近には， 10キロ時限装置爆弾が発見さ

れ，警察が処理した事件が発生している。今のところコタパルの治安は良い

が，イスラム原理主義のテロリストの活動が活発になると，コタパルにも影響

が出て来る可能性も予想された。

d) 成果

任期中の成果として挙げられる事項を以下に列記する O

①水田用水量調査の実施

② 有効雨量評価の分析

③ パソコンソフトの配水管理への応用

④ 現状施設の評価の方法

⑤ 将来の早魅・洪水に備えての計画の立案
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4. 総括

1) 業務着手

2002年 4月17日C KADAに着任挨拶後，カウンターパート (KADA土木部

長)と共に現地の主要施設を概略踏査した。その後，土木部内の会議室におい

て問題点を整理し協議の結果，技術移転の方針を決定した。その後は，主とし

て土木部門のチーフ水管理監督官と共に，クムブ (Kemubu)地域の基幹水利

施設の補足踏査を実施した。この結果を踏まえ，以下の項目の着手報告書を作

成し， 2002年 7月31日付けで提出した。

(1) 背景

(2) 地域の特徴

a) 地形

b) 気候

c) 濯蹴インフラ整備状況

d) 圃場の整備状況

(3) 現地踏査の考察

(4) 技術移転の方針

また業務実施計画書は，着手報告書の内容を盛り込んで作成し， 2002年 8月

1日付けで提出した。

2) 業務プログレス 1(平成14年9月初日提出)

業務着手報告書及び業務実施計画書で明らかになったように， KADAが管

理する水田 (33，000ha)の純用水量 (Netwater requirement rate)は，水田

土壌タイプ (Soiltype in paddy field)に関係なく一律に設定 (20mmlday) 

されていたのではないかと思われる(当時の世銀報告書 (Worldbank report) 

の個別付属書 (Annex)が KADAに保存されていないが， 1971年プロジェク

ト完了)。これに対し， KADAは， 1981年 8月付けで，水稲生育に関するいく

つかの KADA土壌の肥沃性 (TheFertility of some KADA soils in relation to 

PADI growth: General Manager (H司jiHassan Haron) よりコピー受理)の

調査報告書を作成している O このレポート中には，砂質土壌 (SandysoiI) ， 

粘土壌 (Claysoil)の2タイプの明確な分類がなされており，浸透性の大きい

砂質土壌と浸透性の小さい粘土壌が存在することは，明らかである O 従って，

水源依存量 (KelantanJIIからのポンプ揚水量;現在の合計揚水量:90.3 
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m3/s) を決定する上で，最も基本となるべき，末端圃場レベルの水田純用水

量の調査を抜きにして， KADAにおける水田農業の水管理の効率化を議論す

ることはできない。

以上より， KADAの土木部門の技術者(私のカウンターパートである土木

部長を中心とした)と協議し，今年中にもモデル圃場を設定し，実測調査に入

ることに踏み切った。

3) 業務プログレス 2(平成14年12月31日提出)

業務プログレス 1で記述したように， KADAの水田面積 (33，000ha)内か

ら200haのモデル地区を抽出し，既存の水管理ユニット(平均20ha)に2ヶ所

ずつ水田用水量測定器を設置し合計20ケ所設置する計画を立てた。純用水量

(水路損失を含まない水田内の用水量)を測定するには，コンパクトで移動可

能な N型減水深測定装置 (N-typewater requirement rate measuring appara-

tus)が必要であり， 日本で開発された測定器を携行機材として 1台現地購入，

特許がないことを確認したので KADAで複製する方針で合意した。

平成14年11月21日に開催したシニア海外ボランテイアの農業関係技術情報交

換会において(クアラルンプール， ]ICA事務所内)，モンスーン地域の水田

濯蹴について， 1時間半話題提供者として講演した。東南アジアの水田農業を

理解する上で重要な意義を持つと思われたので，講演資料は，農業土木学会

誌:02/08， vol. 70， No.8より抜粋引用した。

4) 業務プログレス 3(平成15年3月31日提出)

業務プログレス 3は，すでに提出した業務プログレス 2に続き，業務の進捗

状況について記述する。業務プログレス 2で記述したように，純用水量(水路

損失を含まない水田内の用水量)を測定する目的で， KADAの水田面積

(33，000ha)内から， 200haのモデル地区を抽出し，既存の水管理ユニット

(平均20ha)に2ヶ所ず、つ水田用水量測定器を設置し合計20ヶ所設置する計

画を立てた。コンパクトで移動可能な N型減水深測定装置 (N-typewater 

requirement rate measuring apparatus)は， 日本で開発された測定器を携行

機材として 1台現地購入， KADAで20個の複製を完了した。

測定器作製時の予定では，今年 1月から調査を開始することにしていたが，

モンスーン期の降雨量不足により， KADAの水管理課は，引き続きその対応

に追われ，人員を用意することができず，現在に至った。これを数字で表す

と，昨年の11月から 12月の 2ヶ月の合計降雨量が， 20年平均値より約400mm
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少ない969.5mmであり1.OOOmmに達しなかった。特に11月の過去20年平均

月間降雨量は，約800mmであるが，昨年は442.5mmで、約350mm少ない。過

去10年間で， 1，553. 3mmを記録した1994年11月の月間降雨量は，昨年の 3倍

以上である。この時期は，マレーシアのモンスーン期の最盛期であり，水田の

第二期作である。当然のことながら 農民は一斉に苗床作りや直播を始めるは

ずであった。しかし農民は， KADAのクムブ揚水機場をはじめとする水利施

設による配水機能の存在を知っているのにも関わらず，水稲作準備の足並みが

揃わなかった。

KADAの水管理担当職員は農民の指導に努めた。例年の第二期作の

KADAの水田面積の作付率は70%強，最大年の作付率は80%強を記録してい

るが，昨年 (2002年)は60%弱であった。このような年こそ， 日本の節水水田

濯蹴の技術移転に適切であることを強調，調査の開始を要請し土木部長と合

意し，調査地点の設定を始めたが，中国暦の新年と KADA組織の人事異動が

続き，設定された担当責任者が転出し，後任への引継ぎができないまま現在に

至っている。

調査の開始は，今年度中には無理と思われるので，現況把握のための既存資

料の分析結果について報告し携行機材 (N型減水深測定装置)については，

現在の処置についてのみ記述するに止まった。

5) 業務プログレス 4(平成15年6月30日提出)

業務プログレス 4は，平成14年度のまとめとして，すでに提出した業務プロ

グレス 3に続色平成15年度業務の方針と進捗状況について記述する。業務プ

ログレス 3で記述した技術移転の内， Exce1計算表の水理公式への応用は，カ

ウンターパートの土木部長が，計算ソフトの有用性を評価した。その理由は，

若い技術者よりも20年以上の十分に経験を積んだ管理職の技術者が，幹線水路

から各分水工の分水量とゲート開度を決定する配水計算チャート上で，計算ミ

スを防止し作業の効率化に効果的との判断である。これは 1つの成果である

が，これで問題が解決した訳ではない。

KADAの濯i既施設は，完成後すでに30年を経過し水路及び水利構造物の

老朽化が進んでいるため 配水計算チャートと実際の通水量との聞に相当の誤

差が生じていると思われる。誤差の内訳は 業務実施計画書に提起した，用水

到達時間の算定と濯蹴効率の算定に必要な現地観測データを分析して明らかに

できることである。しかしながら 水管理課人員の KADAの組織的削減と調
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査用車輔の不足(シニア・ボランティア用の公用車が 1台あるのみ)で，広域

の水路の同時現地観測は，いまだに実施できない。土木部は，基礎調査の過程

を経ずに，幹線水路のコンクリートライニングを施し，用水到達時間の短縮化

と濯i既効率の向上を図りたい考えである。しかしかなりの事業費を必要とする

ので，実施にはまだ程遠い。現在クムブ揚水機場から幹線水路末端まで、25km

聞の用水到達時間は， 24時間を必要としている。これは，毎秒約30cmの速度

で下流に伝達している計算になるが，理論的には，開水路の波動の伝達速度が

加算されねばならず，これより速く到達するはずで、ある。配水管理上，どこに

障害があるのか実測調査の必要があるが，調査人員の配置ができない場合は，

物理方程式を応用した理論計算で推定する方針である O

一方水田用水量調査については，すでに KADAの水田面積 (33，OOOha)内

から， 200haのモデル地区を抽出し，既存の水管理ユニット(平均20ha) に2

ヶ所ず、つ水田用水量測定器を設置し合計20ケ所設置する計画を立てた。

調査の開始は，今年度に持ち越した。 5月にはいり，対象地区を広域に変更

し，クムブげ揚水機場の受益地20，430haの水田面積を対象として，土壌タイプ

と濯蹴水路の状況を考慮して，まず10ヶ所の調査地点を選定した。調査地点

は， KADAの水管理監察官と共に選定した。また， KADAの地区内に設置さ

れている揚水機場の諾元を調査し，諾元表を作成した。

特にクムブ、揚水機場については，監査報告書が提出されており， レビューし

た結果の要旨を報告する。さらに KADAは， ~墓概水路を利用して，淡水魚の

養殖を積極的に進める計画であり，稚魚、の飼育のため建設した養魚、水槽の水質

検査を実施中である。水質調査の試薬は， 日本製のものを使用している。

6) 業務プログレス 5(平成15年 9月30日提出)

今回の業務プログレス 5は，主として水田湛蹴技術移転の中で、最も重要な基

本調査である水田の減水深 (Waterrequirement rate)調査結果について記述

する。減水深調査は，業務プログレス 1~4報告書において繰り返し記述して

きたように，末端水田の日減水深 (mmlday)の実態を把握することが容易で

なく，具体的な実施調査例は，日本でも限られた国営県営湛i既排水事業地区の

みである。一般的に減水深は，水田の土壌タイプとの相関が高いことから，

日本の農業土木学会は，土壌タイプ別に過去の調査結果を基に標準値を示す表

を提供している。今回の KADA地区内の調査においても，標準的な値である。

水囲内に降雨がない場合，純用水量 (Netwater requirement)に一致し濯
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i師工学上，純用水量=減水深一有効雨量 (mm/day) ，で定義される。

現実に調査期間中に降雨があったので，有効降雨をどのように設定するか調

査遂行上も重要な要因となった。調査地点は 業務プログレス 4報告書で設定

した 10ヶ所の調査地点 (KADA東堤防側)を追加し 13ヶ所とした。また

KADA西堤防側にも， 7ヶ所の調査地点を選定した。合計20ヶ所の調査地点と

なり， KADA水回全域33，000haの水田減水深調査を実施したことになる。

業務プログレス 4報告書で記述したが， KADAの濯j既施設は，完成後すで

に30年を経過し水路及び、水利構造物の老朽化が進んで、いるため，配水計算チ

ャートと実際の通水量との聞に相当の誤差が生じていると思われる。その原因

の 1つは，幹線水路の通水断面阻害(幹線水路には，士水路のため水草の繁茂

や土砂の堆積が原因で，水路断面の狭窄部が存在する)によるものと考えられ

る。幹線水路は，長く 50kmに達するので短期間の水路縦横断測量は困難であ

る。そこで水中音波探知機を現地業務費で購入し，通水時の水路断面を要所要

所でチェックする方針である。水中音波探知機は，またクムブ揚水機場地点の

現況堰直上流のケランタン川河川断面をチェックするためにも応用する方針で

ある。これらの調査は，第 3四半期から行う計画である。

7) 業務プログレス 6(平成15年12月31日提出)

今回の業務プログレス 6報告書は 業務プログレス 5報告書で報告した水田

の減水深 (Waterrequirement rate)調査結果を踏まえ，技術移転の目標とし

ている地区内降雨の有効利用と濯蹴効率の向上の対応策について記述すると共

」こ， 10月8日に実施したタイ国への日帰り公務出張について記述する。さらに

第4四半期に向けての業務の方針についても記述する。

水田の濯j既技術は，天水田(降雨量のみに依存する水田)から出発してお

り，天水田の水稲は，古来より豊富な降雨量のあるアジア大陸に住む人類の主

食として多くの人口を扶養をしてきた。おなじアジア大陸にあるマレーシア国

ケランタン州は，マレ一半島の東岸に位置する地理的条件からモンスーン期に

は大きな降雨量が期待できる。現実に毎年度 KADAの第二期作は，降雨量が

増えてくる 10月以降から始まるが，モンスーンが遅れることもあり，有効降雨

量の見積もりを不確定にしている。水田の日減水深は，水田内に降雨がない場

合，純用水量 (Netwater requirement)に一致し濯蹴工学上，純用水量=減

水深一有効雨量 (mm/day)，で定義される。有効降雨がまったく期待できな

い場合蓮j既水路を経由して用水量を供給せねばならず，純用水量を濯瓶効率
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で割った粗用水量がケランタン川への濯瓶依存量となる。従って，粗用水量を

軽減するには蓮j既効率の向上を具体化する対策が重要となる o

8) 業務プログレス 7(平成16年3月31日提出)

今回の業務プログレス 7報告書は，業務プログレス 6報告書で報告した水田

の減水深 (Waterrequirement rate)調査結果，及び技術移転の目標としてい

る地区内降雨量の相関分析の検討結果を踏まえ， KADAの短期間の地区内降

雨量の分布状態をコンピューターソフトの利用により視覚的に表現する方法を

提案した。懸案であった濯概水路の問題点に関する踏査を実施し改善点を提

案した。 GPSの運用にLついては，システム化の提案に止まるが，将来の濯i既

施設の効率的運用に結び付くものと考える。

9) 今後の対応

2年間の任期中を通じて感じたことは， KADAが現業を持つ農業公社であ

ることから，シニア・ボランテイアの活動に人員を割り当てるだけの余裕がな

く，常に担当者が通常業務を兼任しながら進めなければならないことであっ

た。さらに， KADA地区の水田濯概は，豊富な降水量に恵まれ，気温も日照

時間も十分な年は，比較的容易で、あったようである。高度な濯蹴技術の必要性

は， 10年確率程度の皐魅年に期待される。この意味では， 2002年第二期作中の

寡雨が， KADA土木技術者に水田用水量調査の必要性を認識させた。これに

対し水源施設で、ある 3ヶ所の基幹揚水機場の効率的運転は，現j韮i既水路施設

を利用する限り藍蹴効率の向上が期待で、きないので， 1つだけ，有効降雨量

の観測精度を上げる対策を示したのみである。現況の水管理体制そのものが，

熟練した水管理監察官の指示を現場職員が携帯電話で受ける体制であることか

ら，ここ 2，3年で近代的集中管理施設を導入することは困難である。

しかしながら， KADA土木部は， CAD (Computer aided design)システ

ムや Alサイズ以上の大型自動製図器を保有しており，土木構造物設計を得意

とする技術者の協力継続要請があれば，水利構造物設計の高度化に貢献でき，

数年先の主要分水工の電動化も達成できる O

現時点では，カウンターパートから具体的な要請は出ていないが，技術協力

継続の必要性は有ると考える。

10) 提言及び要望

水田濯j既技術指導に対する 2年間の任期は， 2004年4月8日で終了すること

になる。 2002年4月の着任時点と比較し， 2004年3月現在のケランタン州コタ
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パル周辺の農村環境は，コタパル市内の都市化の促進と国家建設による道路整

備の充実の影響を受けて，かなり変化して来ている。農村の働き手は，収入の

得やすい都市部に集まり 農村の過疎化を引き起こしている。アジア圏のいず

れの国においても発生している現象であることは言うまでもないが，主要穀物

としての水稲作収量の目標をマレーシア国家政策として， 2007年までに 10

トン/haに上げるには，労働力の確保が心配である。

KADAは，この労働力の不足を補うために， トラクター，コンパインのよ

うな大型農業機械の導入を進めている。しかしプログレス 3報告書で記述した

ように， KADAの農地は小規模で、分散しており，平均220haに1台の大型ト

ラクターでは農作業に機動力を発揮できない。

KADAの農業機械化担当課長によると，現在の KADA地域内では，

KADA所属 5台，個人所属 2台のコンパインが収穫作業をしている。そして

KADA所属24台，個人所属235台及び農民組織所属14台の大型トラクターが農

作業を実施している。近い将来，圃場整備工事に合わせて，農道整備事業が求

められるべきである。 KADA土木部調査計画設計課は， CAD(コンピューター

補助設計)の自動設計設備や大型の自動製図器を保有している。

また圃場整備農地部も KADAの組織に存在していることから，かりに前首

相マハティール氏のルックイーストを新首相アブドラー氏が引き継ぎ，農業に

力を入れるのであれば，農地は， 日本型の圃場整備の基に移植集約栽培水田と

なるべきであり，圃場整備と水管理を有効にする濯蹴水路の改修と， IT技術

による気象情報システムの整備，さらに水管理施設の整備を具体化するため

に，その情報は適時的確に収集されるべきである。このことは，コタパル周辺

の都市化とバランスの取れたものであるべきである o

さらに，ケランタン州が国境の州であることから，タイ米の不正輸入も含め

てタイ固との関係は，社会経済的な影響を相互に有している。民生の安定も含

めて重要な課題である。また任期中に発生した SARS(新型肺炎)や鳥インフ

ルエンザの拡大防止も合わせて，持続可能な農業と良好な農村環境条件を維持

するために，水田濯j既技術に農村環境工学的なアプローチも求められるべきで

ある。

11) その他

ケランタンナト|コタパル市のコンドミニアムに 2年間居住し少なくとも日本

の循環型社会に対するゴミ収集処理の規則厳守に比較すると，マレーシアの現
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状は，ゴミの分別規則がなく，かなり野放しの状態に近い。このことは，直接

的に人体に悪影響を及ぼすダイオキシンのような猛毒の有害化学物質の発生を

招くのみでなく，長時間かけて土壌中に蓄積し，徐々に生態系の変化に影響す

るような物質も含まれると思われるので，都市環境の整備が急務であろう。

引用文献

山田雅弘 (2004). ]ICAシニア海外ボランテイア総合報告書(任国:マレーシア)

水利科学 NO.310 2009 

(山田:山田水利環境研究所代表)

(原稿受付2009年6月11日，原稿受理2009年8月18日)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

