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(3) ソ連邦の水資源について（ I ) 

自然改造も含めて一一

当舎万寿夫

はじめに

1961年10月31日， ソ連共産党第22回大会で採択した綱領によって，ソ連邦

は共産主義社会の建設を宣告した。 これによる と， 今後10年間（1961～70年）

で，ソ連邦は共産主義の物質的 ・技術的基礎を作り上げながら，資本主義国

のアメリカよりも l人当りの生産高を大きくする。その次の10年間 (1971～ 

80年）には，共産主義の物質的 ・技術的基礎が創設され，全国民にありあま

るほどの物質的 ・精神的財貨が保障されるようになる。カミくて，共産主義の

原則

の全人民的所有にj斬次移行する。

共産主義の物質的 ・技術的基礎を1980年までに作り上げることは， レーニ

ンの定義日共産主義とはソヴエ卜権力プラス全国の電化である”を実現さす

ことである。電化は共産主義経済の主軸になっていて，これで国民経済の各

部門が発達し，技術進歩を実現させる。だから年間発電量は1970年までに約

9,000億～ 1兆kWh, 1980年までに 2兆7,000億～ 3兆kWhに引 き上げられる。

このために各産業が安い電力で働くようになり，急速な生産高増加が見込ま

れる。

一方，農業機械化に伴なう農村電化で農作物の増収を安定させ，農業に対

する自然力の有害な影響，特に早越を防ぎ，土壌を肥沃にするため，乾燥地

域の濯殺と給水を行ない，現存する濯殺農業を改善するため，水利施設の大

建設を実施することとなり，耕地保護林の造成，貯水池の建設，放牧地の給

水，湿地の干拓等の事業を拡張する。土壌の風水浸蝕を防止し，森林，水源

その他の天然資源の保護と合理的な利用， その回復と増加に多大の注意が払
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われねばならないと考えられている。

1917年の大十月社会主義革命が起るまでの帝政ロシヤでは，大きな水力発

電所を建設しようとする計画が何らなかったと認められる。水力発電所の数

（之少なく，各々の出力も小さかった。総出力は I万6,000kW，年開発電量は

3,700万kWhであって，最大のものでも出力は 2,000～3,000kWであっ fょ。よ

って，これに付随する濯液システムなどの水利施設も貧弱であった。

ソヴエト政権となってからは， レーニンのゴエノレロ計画（1920年の大会で発

表さ ~l ：ニ全国電化計画）が支持され，第 I 号水力発電所がレニンクラード州、｜の

ヴナノレホフ：こ生れた。この出力は 5万6,000kWとなり，この 1つの発電所だ

けで革命前の出力をはるかに追いこした（ヴォノレホフ発電所は1942年に改造され

て出力が 6万6,000kWとなっている） cかくして， ソ連の大水力発電所計画が軌道

に乗り出した。

コエノレロ計画に伴なって水資源を調査する研究機闘が次々に設けられた。

水力計画，水利計画，河川運輸に関する研究施設，国立水利研究所 ( l引？年

創立1がこれに属している。

第二次世界戦争はソ連の水利施設に大打・撃を与え，社会主義建設のテンポ

を乱し「ニっナチに一時占領されたソ連邦のヨーロッパ部分では数十もの発電

所が破壊された。当時， 24倍；こ埼大してし、た電力のうち，約500万kWを失っ

た。しかし，東部では新しい建設がこの戦時中の苦しい条件のもとで行なわ

れていたので，祖国解放後の1946年には，すでに戦前の合計出力に立ち直っ

たっ戦時中，上記の国立水利研究所は利水方面でソ連軍：こ協力し，作戦を有

不!j，こしたことで， 1944年に赤旗功労章を受けてし、る。

ソ連邦：之周知のように大容量の水力発電所を建設する方針になっ てし、る。

近L、うちに， ヴォノレカ水系にある発電所の合計出力をはるかに上回わる出力

のぷ力発電所が予定されてL、る。大きな水力発電所の建設によって巨大な貯

水池が生まれ3 これによって新しい水路が聞かれ，ウクライナ，ザボノレジェ

（ヴォノレカF左岸の中下流地方）， 中央アジアなどの乾燥地帯に濯殺する水系が

で主る。 1980年まで、には全国の法統地総面積が現在の 3倍になる。一方，こ

の年までにソ連邦のヨーロッパ地方とアジア地方にある多くの河川は現在と

追った姿になるだろうし， 180の大きな水力発電所が建設され，川には海に

似fニ大貯水池が出現する。これらの貯水池は深さが数十メートノレ，長さと幅
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は数十キロメートノレ，時には数百キロメートノレになる。荒天の時には海洋の

ように， 3～5mの波高になるから，今までの河川用船舶では航行が危険に

なる。だから海洋船に準じた湖上用船舶を設計し使用せねばならなL、3

水資源に関する経済的な収支

地球上でとりうるエネノレギー源として，採掘による燃料エネルギーと無尽

蔵のエネノレギー資源とがある。燃料エネノレギーの資源は埋蔵量に限度がある

ので，その国の経営に大きな計画性を必要とする。無限にあるといわれる自

然のエネノレギー源で河川のもつエネノレギー源は太陽，風のエネノレギー源から

みれば，ずうっと少ない。河川のもつエネノレギー源が開発されつくせば，地

熱や潮汐のエネノレギー源に人聞は取り組むようになるだろう。地球とで求ま

るエネルギー源の年間見積りについては第 1表を参照されたい。

国の経済を運営するにあたって，この年間限度のある水資源をより効果的

に利用することは重要なことである。水の経済的収支を考えて，あらゆる計

画が実行されねばならない。

自然現象で、扱われる水の収支問題のほかに，国民経済の全部門や住民の要

求水量に基づいて水資源の開発がすすめられる。すなわち，降水，表面流，

蒸発の水循環以外に，国民経済の要求に応じて，従来には利用されずに無視

されてL、た資源をも水資源のなかに入れて，経済的な収支を考えなければな

らない。

水資源としてまず考えられるのは河川流である。ソ連邦iこは大小あわせて

20万以上の河川があって，海洋に注ぎこむ総流量は年に約 4,000km3，地球上

の全河川の年間流量でそ 第 1表 地球におけるエネノレギー源の年間量

の12%を占めている。こ （単位 lO"kWh)

れは世界十大河川のうち 探掘 燃 料 ｜ 酬のエネルギ源

4つが，ソ連邦にあるこ エネ川－ Iエネノレ エ不げ一｜エネノレ
源の種類 ギー量 j原の種類 ギー量

とよりもうかがL、知る。
分裂性物質 547,000 太 陽 790,000 

船舶の輸送に役立つ河川 石炭・褐炭 99,700 風 60,000 

の全長は約50万kmで、あっ j尼 炭 4,390 地球内部熱 232 

て，大河川だけの潜在エ 石 j由 1,530 潮 汐 100 

ネノレギー源は 3億 kWと
天然ガス 526 河 ）｜｜ 33 
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第 2表 ソ連邦大河川の各種デ－ f7 

河川名｜注入海域｜ヰ1官官Fl長代m）さ i平博子副長均f器
オ ビ カ F、 ピ 海 2,930 3,680 394 12,500 

エニセイ // 2,599 3,354 548 17,400 

レ ナ ブ トビヤ海 2,425 4,270 488 15,500 

アムーノレ タターノレ海峡 1,843 2,850 346 11,000 

ヴォノレガ カ ス ヒ。 海 1,380 3,690 255 8, 130 

コ ノレ 司マ 東シベリア 海 644 2,600 120 3,800 

ドニエプノレ 黒 海 i 503 2,285 53 I 1,670 

ド ン ア ゾ フ 海 422 l ,970 28 ヲ00

北ダヴィナ 白 海 360 730 lll 3,530 

インジギノレカ 東シベ リ ア 海 360 1,790 57 l ,800 

ベ チョラ 八レンアォヴォ海 327 1,790 129 4, l 00 

不 ヴ ア ノ、 ノレ ト 海 282 74 82 2,600 

オーレ ニ ョク ラプテフ海 246 2, 162 35 1, I 00 

ヤ ナ // 245 879 31 983 

ア ム ア フ ノレ 海 227 1,460 42 1,330 

ウ 7 ノレ カ ス ビ 海 220 2.534 11 360 

シ ノレ ア フ ノレ 海 219 2, 140 14 430 

アナドウリ ベーリング海 200 I, 170 44 l ,400 

ピ ヤシナ カ フ 海 192 820 80 2,500 

~ 7 カ ス ピ7 海 188 1,515 18 580 

F ズ 108 47 1,500 

西ダ ヴィナ パノレ ト海 85 1,020 21 680 

ア ナバノレ ラプテフ海 82 924 12 370 

第 1図 ソ連邦河川の海洋別流入域分布
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みられている。第 2表には主たるソ連邦の河川名とその特性が出してあり，

第 3表はこれらの河川の流入する大洋別分布となっている。第 1図にはソ連

邦の河川配置を示している。

最近になって大いに開発が進められてきたシベリア，極東地方では河川網

が15万位あって，その潜在エネノレギー源は2.6億kWとなっている。第 4表に

はソ連邦と諸外国との水資源に関する比較が出してある。面積当りの水割合

が少ないが，未開地の多いことと河川以外の水資源利用が進めば改善される

ことになる。

当舎ーソ連邦の水資源について (I)

第 2図には水の流出量で面積比率が出してある。北西部の 15g /sec/km2か

ら，南東部の0.5g /sec/km2まで減少している。 この面積比率の不均等によっ

て，国民経済の発達する地域に十分なる水が補給されないでいる。ソ連邦の

国土で人の住みついてし、る部分はレニ ングラード ノヴォシビノレスクの線

より南にあっ て，そこには最大の工業と農業の地域になってし、る。

この地域では年間平均河川流量がソ連邦全体の20%にすぎなし、。だから他の

しカミるに

ソ連邦の河川分布とその流量分布第 3表

全流量比率
（%） 

61 

21 
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l(〕
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(km3) 
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378 
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l 3.0 

20.8 

58 
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l 0.4 

268 
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363 
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地域から水を移し変える問題が当然起こってきてし、る。

ソ連邦の河川流量は，季節によってもうまく配分されていない。全流量の

3/s～仇が短い春にあって，その時には増水や洪水の現象を起こしている。よ

って国民経済の必要上，水を均等に利用するため貯水池で水調節する問題や

その建設が生じている。現在，中規模以上の貯水池だけで有効容量は 212km3

以上となっている（全容量は365km3である） c それでもなお人の住みついて I，、る

地域では，貯水池によって，せいぜい全流量の35～40% しか調節しえな t，、の

が現状である。

ソ連邦河川の水力資源は，理論的評価によると年産高3.7×1012kWhであっ

て，世界水力源の 11.4%である。しかしこの水力源の分布も均等に配呈し

ていなし、。タジソク共和国では， l,650kWh/km2と多く，エストニヤ共和国で

はl3.2kWr; 

電線や各種送7主網がめぐらされて，均等電化と天然資源開発．二向けられてし、

る。

地下水も重要な水資源であるが，乙れに関す石調査資料（ま表面水のものほ

第 2図 ソ連邦河川の平均年流量

尺度I: 60.000.000 

c豹
宅 ，
- o_(). 

（注） 数字の単位は Ii/sec/km＇で示す



当合 ソ連邦の水資源について CI) 57 

ど明確でなL、。しかし，地下水は新しい資源として近年，その開発が進めら

れ3 地質探査の調査隊は深層ボーリンク法によって，ソ連国土の地下水を探

している。この結果によると巨大な砂漠でさえ，将来には人聞が活動し，定

住するようになることが示されている。例えば，カラクム砂漠では地下数百

メー トルに地下水のあるのが発見され， 1,000万 haの牧草地給水が行なわれ

るだろう。カスピ海とアラノレ海の間にあるウスチュノレト台地でも地下水層が

最近になって発見されている。西シベリ ア低地では300万km2におよぶ地下水

層があって，その水層の深さは数十メートノレから 2～3kmになっている。

ソ連邦では年平均して地下水量が11Okm3に見積られている。そのうちの12

%しか利用されていない。

深層から汲みとった地下水は各種塩類に富み， 1 gにつき 2009の鉱物質

(Noel, Mg, Br, Co, Iなどの元素）を含み，それの工業的抽出や，高温になって

いるから各種の熱源としても大いに利用されていくことになるだろう。以上

で主な水の資源量を考えてきたが，水がどれだけ使われているのか次に述べ

てみよう。

水は他の天然資源と違って多目的である。土地によって，水の要求性ぷ違

っている。工場地帯，住宅地域3 火力発電所，農業濯概などでは河川を堰止

めて貯水池にし，それより水を利用するとし、う方法はとらなくてもよいので

あるが，水力発電所，水運，漁業では貯水池で一旦水を多量に貯えなければ

ならなL、。この時には，流量の減少がほとんど影響しない。使用水量のうち

で回収不能の損失がある。これは蒸発，渉透，植物吸収のほかに，生産品自

体に残る水量である。よって，水の全支出は回収不能の損失と利用後：こ戻る

水量との和になっている。今のところ，水の支出で正確な計算がなされてい

ない。概算によると， ソ連の経済発達地域で回収不能の損失は， 1960年頃で

年に 65km3, いろんな水の支出を考えると， 全支出は約300km3になっている

ようである。

ソ連共産党綱領によれば， 1980年までに，工業は 6倍，農業は 3.5倍の生

産増加を目標としている。かかる成長とそれに加えて人口増加で水に対する

要求量はL、ちじるしく増してく る。人間 1人が標準の栄養で，必要な生産を

得るには年に約 600tonの水が要るといわれている （これには食物の生育に要す

る水量も含まれ，すべてが水量に換算されている〉。第 5表にはソ連の工業，農業
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第 5表産業別にみた水の消費量

銅

銅

( 1トソの製錬につき）

アノレミニウム（ // 

水の消費量 15m3 

4Qm3 

1,40Qm3 

セメント（ 1トン産出につき） 1 m3 

ゴ ム（ // ) 2,500m3 

石炭 採 掘 （ 水洗法による 1トン出荷につき） 600～BOOC 

農 業（ 1 haにつき） 年に 8,000～12,000m3

（米作はこれより多くなる）

火力発電所（出力30万 kWのもの） 年に 3億m3

（良質の水を特に要求するが復水器の取付けでこの量は減少させうる）

住 民（ 1人， 1日につき）

都市 200～400C 

農村

(1980年までに550～65o&)

60～lOOC 

(1980年までに300～600C)

で見積っている水の消費量が出してある。

ソ連では経済発達地域の水需要度は 1980年になると， 1958年の 2倍にな

る。このうち回収不能の損失は40%を占める。これらの地域では1970年まで

に水の経済的収支で、何らかの対策をなさないと，水できわめて切迫した事態

においやられる ことになる。 現在でも大きな工業と農業をもっ地域では，水

の経済的収支でもう予をうたなくてはならなくなってきている。この地域は

中央アジアのいくつかの地域，ウクライナ南部，クルミヤ，ウラノレのステッ

プ地帯，モスクワ州である。ここにおいていろいろの自然改造計画がソ連の

各機関で検討され，国家的な規模で実施されているが，これについては後で

述べることにする。

資源に貯えた水がエネノレギーに換わる途中で無駄に失われる。この量はか

なり多L、。その主なものは蒸発であって，ソ連にある数多くの貯水池や内陸

湖は蒸発速度がL、ちじるしく大きし、。この蒸発速度を抑えるために，アノレメ

ニヤ科学アカデミーではへクサデカノン系物質の特殊被膜を貯水池上に流し

た。これによると蒸発水量の 15～20%を抑えうる。これは年に 2億 m3にな
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り，アルメニヤの濯概用水の半分に相当する。この方法によると，被膜は酸

素や太陽光を透過し魚や植物には害がなく，水面に急速にひろがり，中程

度の風では長期にわたって水面に保存され，水資源の利用度を高める一つの

手段になる。これは蒸発の激しいソ連南部で普及されねばならない。

水の土壌穆透も濯減水系が長くなるほど多くなる。ソ連邦ではコノレホーズ

内で 23万 km，全体で32万 kmになる濯概用運河がある。これらは大抵，素掘

りの溝であって，水の土壌渉透を防止する対策がとられていない。だから畠

にくるまでのうち約半分が蒸発や渉透によって失われている。現在，ソ連邦

では約 820万 haが濯殺されているが， 1980年にはこれが 3.5倍になる。よっ

て水の惨透損失をできるだけ少なくするため，水路の洩水防止対策，土管や

鉄管の利用が進められる。陸水の利用以外，場合によっては海水の利用が考

えられる。これは表面水資源（河川，湖沼，貯水池）の 80万倍と見積られてい

る。海水の淡水化による水利用はソ連邦で目下，物理化学部門の研究テーマ

になっている。

氷河も水資源の 1つであって，ソ連には多くの氷河がある。現在，氷河に

ついて強力に学術調査が行なわれ，水の少ない年における重要な水資源とし

て考えられ，氷河に煤をまき，爆破によって融氷の促進がソ連邦南部山岳地

で調べられている。

アラル・カスヒーの水資源

アラノレ海とカスピ海はともに外部へ水を流し出さない内陸湖であり，気候

の乾いている地域にあるために表面からの蒸発はきわめて大きい。近辺には

砂漠地帯がひろがり，農業濯殺や緑化計画および流入河川の水資源利用など

の人工的自然改造や地球の暖化作用によって，憂慮すべき事態が起こりつつ

ある。アラノレ ・カスピの水資源問題は共産主義の優位を唱えるソ連経済にと

って重大な波紋が投げられている。

アラノレ海は容量l,100～l,300km3の水を貯えているが，年に64km3も蒸発によ

って失っている。乾燥地帯にあるため降水量は少なく，年に 6.3km3にすぎ、な

い。この海には，アムダリヤ（アムJII）とシノレダリヤ（シノレJII）の大きな川が注

いでいて，その全流量は年に 96km3となっている。そのうちアムダリヤは 65

%， シノレダリヤは35%をアラノレ海に流入している。この 2河川は現在，国民
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第 3図 カスピ海の水位変動（1925～1954年）

／／＼ーへ＼

＼日ーニヘ J ～＼～

圭圭~圭圭ときとををとを争さきときを吾を古古歯菌面白 i2l 宮古古圭圭圭圭圭
五六七八九δ二二三百五宍モ天元O一二三四五六七八九δ一 二 二百

経済に 43km3を与えていて，その内訳はアムダリヤが 58%, シJレダリヤが42

%となっている。 1980年までにはこの 2大河川によって360万 haの土地濯淑

が800万haに増大し，水の要求量は 100km3Iこ増加し，この両河川の年間流出

量を上回わり，アラル海には河川による流入量がなくなる。アラ ノレ海は表面

からの蒸発だけで水量が失われることになり，干しあがる年数は約 2.000年

と見積られている。

カス ピ海では流入する河川水量が年に平均して323km3になり，そのうちヴ

ォルガJI！が78%の252km3となっている。カスピ海の表面に降る大気降水年間

量は 72km3，地下水による流入量は 5km3である。よって，カスピに流入する

年間水量は400km3となる。

カスピ海の水支出は主として，その表面蒸発で年間 390km3となる。カラボ

ガス湾への流入量も多く 12～16km3になっている。よって，カスピ海の水資

源収支では赤字になってし、る。この25年聞に水位は約2.5m低下した。第 3図

には1925～1954年の水位変化が出してある。かかる急速な水位低下は漁業や

航行に大きな支障をきたしている。かつて海岸にあった魚類加工場は水際か

ら2～3kmを離れ，船のつく埠頭は浅くなり，淡深によって深くせねばなら

なくなっている。

カスピ海の水位低下は北半球の気候変化と農業活動の増大に原因している

といわれている。こ の 100年間にヴォノレガ流域とカスピ海地方で年平均気温
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が l.5°C上昇している。 このために水面や土壌面から蒸 発する水量が多くな

った。 一方，カスピ海に注ぐ河川流量が濯1玩工業用水，上水道の使用量増

加で少なくなり，ダムで貯えた人造湖の水も蒸発によって失われている。こ

のとうな原因で，カスピ海は目下，水位の低下をつつeけている。

考古学的立場でカスヒ。海の水位を調べた結果によれば，カ スピ海は 1世紀

頃？現在より 3～5m低く， 13世紀で 2m低く，18世紀で 4m高かった。カス

ピj毎の水位（土約 2,000年の周期をもち，それに30～40年の小さな周期がのっ

てい乙ようになっている。 これによってカス ピの将来にわたる水位調節では

水位の周期をもとにしてつくらねばならない。

今後もつづく であろう と見られる，カスピ海の水位低下を少な くするため

に，次つことが考えられている。

( l) カスピ海にある湾をなくすること。例えばカラボガス湾を閉じるこ

と《これはこの湾に発達した化学工業の利害に影響し， 何らかの対策を実施

してふ、らにせねばならない。

( 2) カスピ海に黒海から水を供給する こと。 黒海の水位（主力スピ海より

28 m高L、つだから水路建設によって，カスピ海に黒海の水を流し込むことは

可能でゐる。しかし，これはカスピ海とその沿岸土壌を必要以上に塩化する

恐れがある。よ って漁業や農業に悪影響をもたらす。

( 3) トン川の水をカスピ海に流し込むこ と。 長さ 700kmの7 ヌイチ運河

で・somの分水嶺を通し，幅lOOm，深さ 5mの水路でドン川の水を流し込めば，

年（ニl5km3の水をカスピ海は受けとる ことになる。これはドン川の注ぐアゾフ

海の塩分濃度を大きくし，漁業に影響を与える。

1. 4 ; カスピ海を南北 2つに区切って，産業と交通で現在，支障をきたし

ていゐ北部海域の水位を高めるようにする。 これには海域にダムをつくる面

倒！な工事がなされねばならない。

( 5) 北流する河川を南に流し換え，カスピ海の水位を高めるようにさせ

おで ニ,jl(之， 1980年までに実現させられる大建設であって，北流する河川が

ウナノレカ川に流し込まれるようになっている。

北流河川水系によるカスビ海の水位低下対策

ウレノレカ川は世界で強力な水系の 1つになっていて， 250m余りの高低差
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第6表 ヴォノレガ水系にある水利施設

発電所名および貯水池名 ｜出
ヴォノレガ川 ｜ 

イワーコヴォfヴオノレガ貯水池あ1 I 一 ＼るいはそスクワ海／ ｜ 

ウグリッチ

ノレイビンスク

ゴーリキー

チェボクサノレ（予定）

クイプシェフ（レーニン記念発電所）

サラトフ（建設中）

ヴォノレゴグラード（第22回党大会記念発電所）

ニジキヴォノレガ（予定）

カ マ川

ヴェノレフェカマ（予定）

カマ

ヴォトキンスク

ニジネカマ（推定）

（注） カマJllの支流には全出力 125万kWの水力発電所を建設する予定。

カ （万kW)

3 

11 

33 

40 

140 

230 

150 

256 

150 

50.4 

100 

100 

貯水池容量
(km3) 

1.12 

3 （推定）

25.4 

8.71 

52.3 

13.4 

32.2 

29 

l 0.7 

14.9 

25.6 

をも ってカス ピ海に注いでいる。ヴォノレゴ．クーラード（旧名スターリ γグラード）

ではその流量が年によ って異なるが， 155～385km3まで変化し，平均年間流

量は約 250km3となっている。 4' 5' 6月のうちに年流量の65%を流出して

いる。このヴォルカ、水系には次のような建設計画が出されている。

( l) 安価な電力を得るために， 1,000万 kW以上の水力発電所をつくり，

年産出高を500億 kWhにする。

( 2) 問門っきの深さ 3.65mの水路に改造し，輸送能力を増大せしめる。

( 3) 水系に設けた貯水池で，中・下流地域の耕地濯殺とカスピ地方の砂

漠地濯水を行なう。

( 4) ヴォノレガ中・下流地方の都市と工業地帯の給水を改善する。

( 5) ヴォノレガ川の漁業条件をよくする。

これを実現させ，カスピの水位を高めるためには電力の開発とそれによる

河川建設がなされねばならない。第 6表にはヴォノレガ水系（支流のカマ川を含

む）の水力発電所名，貯水池容量，発電出力が出してある。ヴォノレガ川の貯

水池建設ではソ ヴエトの科学技術の特色が発揮されている。これはダムサイ
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第 4図 ヴォノレガ水系地図

ん＊池
〆：予定貯水池
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トの岩盤が脆い水成岩の上に作られていることである。

北流する 2つの水量豊かなペチョラ川とヴィチェグダ川が堰止められ，方

マ川よ りヴォルガ川に移して，カスピ海に注ぐ建設が実施されようとしてい

る。ペチョラ川のウスチ ・ヴォヤ村付近では高さ80m，長さ l3kmの堤防が作

られ，ここにウスチ・ヴォヤ貯水池を出現させ，ヴィチェグダ川はウスチ ・

クロム村（こて高さ34m，長さ 2kmの堤防でウスチ ・クロム貯水池を作る。両

方が 62kmの運河で連結される。ウスチ・クロム貯水池からlOOkmの運河でカ

マ川が結ひeつけられ，これに付随して各種の水利施設が作られる。第4図は

ウォノレカ水系とその将来について示している。

こう して生まれるペチョラ ・ヴィチェグダ・カマ上流の総合貯水池は 235km3

の容量をもち，クイブシェフ貯水池の 4倍になる。湖水面積は 1万5,500km2

になり，ここにある多くの天然資源を水浸しにしてしまうことになるだろう

が，獲得される水の量は南部地域に毎年 40km3の水を供給することとなる。

これはヴォノレカ＇＇ Jllが現在，年間に流出する量の1んになる。

この計画が実現すれば次のような利点が考えられている。

( l) 水の不足しているヴォルカ左岸の中 ・下流地方にあるステップ帯が

濯殺と注水によって農耕と各種の産業を発達させるようになる。

( 2 ~ カマ・ヴォルガ水系の階段状水力発電所は，北流河川の南に転換後，

年に 110億 kWhの電力をソヴエトの国民経済に加えうる。

( 3) 北部地方と南部地方の水上運輸が便利になって，北からは木材，石

炭を中部と南部の地方に運ひ出し，ウラノレやヴォル力。流域地方の工業製品が

北部地方：二搬入させられる。

( 4) 工業の急速な発展が期待されているウラル地方に北部の水資源が工

業用水と給水のため役立つであろう。

アラル海に注ぐアム夕、リヤとシノレグリヤの流量には限りがあって， 20年後

か50年後（こばこの川の水が濯瓶用に使用しつくされてしまう。するとアラル・

カスピ低地や中央アジアの濯減計画は重大な事態になってくる。

カフカズ，天山の山々と南ウラノレの間にあるアラノレ・カスピの低地は砂漠

地帯で，スホーベイ（一種の熱風）が吹さ，砂嵐がよく起こり，冬には寒風が

吹さまくる。夏は灼けつくように太陽が土壌を焦土化し，少しの水分でも奪干

し、とられてしまう。だからほとんど人は住んでいない。
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ダヴィドフ案の改造計画

実在する＊力発電所
－
＠
β
／
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仰

第 5図

パレンヅ／毎

しかし，昔はこんなところでなかった。畠が一面にひろがり，緑の庭園が

あったぺ河川や運河はここに存在していた国土を豊かにしていた。時代のた

つにつれて，この土地は砂漠化し，ミの国の生命をもおびやかした。砂は川

を埋め，肥えた土地をおおい，あらゆる植物を死滅させた。住民は暮しやす

L、場所を探し出して，移動しなければならなかった。

人間：ニ利用されずに流れてL、る西シベリアの河川をこの砂漠化した土地（こ
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流し込んで，昔の生命をよみがえらせようとする問題は以前から多くの人々

によって考えられてきた。 1900年にデェムチェンコ技師はアラル ・カスピの

低地とその付近の気候を改良するためP シベリアの河川を利用し，広大な内

陸貯水池をつ くる よう提案した。

1922年，ブキニチ技師はオ ビ川の支流であるイノレチシJI［から トウノレヵーィ経

由で内部に注き、込む水流変換の構想を出した。一方，モナストウレフ技師は

アジアの砂漠地を濯水するために，大きなシベリア ・マヌウチ運河を作るよ

うに提案した。

中央アジアに最も近い水資源として，だれしも目をつけるのは西シベリア

のオピ川とエニセイ川であった。

数年前， ミノ、イノレ ・ダヴィドフ技師の「オビ ・エニセイ逆流計画」が紙上

に発表され，「中央アジアの太陽にシベリアの水をプラスして，砂漠を豊かな

農業地帯に」 とし、う 見出しになってし、る。ダヴィドフ計画は第 5図に出して

ある。

シベリア河川の水を逆流さすには， 100万年ほど前のオビ川旧流路を用い

る。この川は当時南に流れていたが， トウルガイの隆起によって流路が堰止

められ北流するようになった。 イノレチシ川の河口より下流に高さ 80mのダム

でオピ川を堰止め，エニセイ Jllからも一部分水を5[1,、て，西シベリア中央部

に表面積約 30万 km2，貯水量5,500km3という 巨大な淡水人造湖を作る。この

オビ貯水池はカ スピ海を除けば世界最大の湖になる。オビ貯水池の水はトウ

ルガイ盆地の北端より低地を切 り開いた運河によって南流させ， トウノレカイ

谷，チェノレカノレ ・テンギズ湖，ダリヤノレウイクの酒れた川床3 サルウィカム

イシュ盆地を経てカスピ海に流れ込む。その全長は約4,000kmで，途中には，

いくつかのダム と階段状水門，出力合計 1,000万kWの水力発電所が作られ，

中央アジアと西シベリ アの分水界である 卜ウノレカAイ台地に運河を掘らねばな

らない。

ダヴィドフ計画では南に逆流する水量が年に 300～320km3となる。ここで

4,500万 h口の荒涼たる土地が活力をとりもどし，カザックスタンと中央アジ

アの農産物は 5～7倍になる。 水力発電所は毎年， 7,000～8,000万トンの石

炭を節約し，この分が国民経済の重要製品の生産にまわされる。

カス ピ海と北氷洋との聞には深し、水路が聞け，極北地方からは木材，毛皮
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魚類その他の北部産物が運び出され，アラノレ・カスピ地方の豊かな農作物が

南部から積み出され，新しく開拓された土地には工業や農業が急速に発達す

る。

ダヴィドフ計画の巨大なオビ貯水池：こは満水に数十年はかかるだろうとい

われ， しかも広大な森林資源や土地を水没させなければならない。この点を

指摘し， A.コツレイシェフ技師はもっと現実性のある計画を出している。この

案はオビ貯水池のような大がかりのものを必要としない。現在計画中のニジ

ネ・オビ水力発電所のダムが完成すれば，オビ川だけでなく支流のイルチシ

川とトボノレ川の水位もかなり高くなる。そこでトウノレガイ台地を越えて中央

アジアに水が運ばれるように揚水運河がこの台地に作られる。ここでは12の

ポンプ場が設けられ，毎秒 2,000m3の水を 160mまで汲み上げ，年間 55km3を

南に流し込む。この量ばイノレチシ川の流量に等しく，アラル周辺の土地を数

百万ヘクタールうるおす。

各々のポンプ場には高さ 15mのダムが作られ，揚水運河は全長 2,600km，幅

は200mvこなっている。このために 5.5km3の土を掘り出さねばならない。運

河の終点には，ショ jレ・カロイヌコエ貯水池が設けられ，アラル海の水位低

下を防ぐかたわら周辺の土地を濯殺することになる。水路は開通後3年に

して水の渉透損失は少なくなり，工期は10年，場合によってはもっと短縮し

うると考えられる。

ヴォルガ水系に北部水系を逆流さすドミトリエフ計画，カスピ海の水位低

下を防ぐ堤防建設のアプロフ計画，西シベリアの河川を逆流さぜてカスピ海

に注ぐダヴィドフ計画，同じくアゾフ海に注ぐゴjレイシェフ計画，ベーリン

グ海峡に 70kmのダムを作って，大西洋の温暖流が北氷洋に入りやすくし

北極地方の暖化を企て，北氷洋航海の年間利用日数を延ばそうとするボリー

ソフ計画，その他タタール（間宮）海峡に偏流ダムを作り，沿海州の暖化とそ

れに伴なうアムーノレ）｜｜（黒竜江）の河口改造計画，アムール川，スンカ’リ一川

から中華人民共和国東北地方に出る水路の計画，イノレチシ川の水をカラガン

ダに揚げる運河計画などの，いろんな水利計画が考えられている。これはす

べて自然改造と水の多い地方から少ない地域に，水量を移しかえるよう目論

んでいる。

代ソヴエ卜人は乾燥地域の港紙と給水のために，大きな水源を利用する目
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的で，北部地域のいくつかの川の流れを変えて，その水量を調節する大胆な

計画を実現できるだろう日ここにおいて，ソヴエトの科学と技術の水準が最

高度に発揮されて，“社会主義経済体制のもとにおいては，科学と技術の進歩

が，天然資源と自然力を，もっと効果的に国民のために役立て－ 気候条件

に働きかける方法を研究し， ・ 円とソヴエト連邦共産党綱領に述べられて

いる。 （以下次号）

（気象研究所研究官）
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