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ソマリアの水

宮部直巳

モカずディシオ （ソマリアの首都）に着いて，暑い一夜をホテノレで、あかした翌

日， 同僚が「今日は，農業畜産大臣に会うのだから3 きちんとしたみなり で

来てくれ」という。申し遅れたが3 私は3 国連技術援助の一員として3 ソマ

リア国の地図局設立の援助のために派遣され，写真測量技師並びに製図技師

と共同してその任に当たることになっていた。

5月といっても，ちょうど，東京の 7～ 8月頃の暑さであるのに，ネク タ

イを きちんと結び，上着をきていくのは相当に苦労だった。

農業畜産大臣は，なかなかきさくな男で，身なりをととのえたり ，話の中

でし、ちいち閣下といわなければならなかったりするのは，あまり有難いこと

ではなかったが，かなりざっくばらんの話のできたことは彼の人柄による も

のであろう。新興独立国の要人たちは，個人的には親める人々であっても，

周囲に対して威厳を保ち，権威を見せるために形式が要求されるのであろ う

と思われた。いろいろな話の末，その農畜大臣のいうこと には「わが国の当

面の問題は水の問題である。授業を振興して，食糧の自給をはからなければ

ならないが，それにはどうしても水が必要である。目下，国連の援助によ っ

て，シェベリ川沿岸に数百の井戸を掘る計画を進めているが3 なかなか進ま

ない。これが成功するかどうかが3 わが国の当面の大問題である」という こ

とだった。

この国に到着したばかりの私には，その大臣の言葉がそれほど重大にはひ

びかなかったのだが，日を経るにつれて，彼等がし、かに切実に水を求めてい

るかということ がわかるようになった。

それはまず身辺の， 日常生活のなかから始まるのである。私はホテノレ住い

だったから，街に住むよりは比較的恵まれた生活環境にあったといってもよ

いであろう。それでも，暑い毎日の汗を流す水は之しいのである。シャワー
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はあるのだが，出てくる水は塩水で3 石鹸はきかなし、。せめて硬水用石鹸で

も市販していてくれるとよいのだが3 市販の石鹸は， ラックスとかパームと

か， アメリカ軍の進駐とともにわが国にも流入した普通のものて、ある。シャ

ワーを浴びることによって一応汗は流すことになるのかもしれないが，あと

がべとべとして気持が悪い し，t店は蓄積される一方であったっ L、か；こ垢がた

まっていたかは， 8ヵ月程後に水の豊かなナ イロビに旅行して風呂に浸った

とき，皮膚をこすればこするほど，いくらでも垢がでてきたことから，あら

ためて知らされたことであった。また，塩水浴というのは，皮府にはよくな

いかもしれなL、。あるアメリカ人一家で，子供等がからだ中に腫物ができて

困ってい‘。

いろいろと問題はあるけれども汗を流すだけなら塩水でもまにあうかもし

れないが，飲料水には絶対に淡水が必要である。

ホテノレて、は，毎朝ビーノレ瓶 1：本ほどの蒸溜水を配給する。含激用であるっ

この水は3 ちょうどコップ2杯分くらいで） “う がい”によう やく足り るく

らいで、あるから，顔を洗うにも，飲むにも使えなし、。だから飲料と しては，
アタワ ーミネ ラ ν 

コー ヒー，紅茶の類か，炭酸水しかないことになる。飲料としては，マオ 7

オと いうオレンジ ・ジュ ースや，牛乳もある。しかし，味のついた飲料とい

うのは， 渇を癒すのには必ず しも適当とはいえなL、。甘い水：こは，飽きるこ

ともあるし，炭酸水を飲み過ぎて，腹の中にカaスが充満してしまったような

気持になったことも屡々であった。

好きな人は， ビーノレや葡萄酒で渇を癒せるのかもしれないが，不幸にして

私は酒類には全然弱いのである。だから，たとえ冷 したビーノレを飲んだとし

ても， 渇を癒すことはできないのだった。

1961年の秋に，洪水が起こった。この洪水によって3 われわれは唯一の飲

料であった炭酸水の供給を断たれ， “水”のない日が何日かあったう理由は

洪水によって道路交通が杜絶 したためである。炭酸水の供給地位，モヵーディ

シオの南西約 1OOkmのブラバという町である。 こニ に炭酸水のピン詰工場が

あるということであるが，ここに通ずる道路はシェベリ河畔を通っており

その道路が洪水（こよって杜絶したために炭酸水の輸送が止まって しまったと

いう次第である。手持の船舶はないから直ちに海上輸送；こきりかえるという

ことはできな＼，＇？道路の方も，もともと乾季道なのだから洪水でなくても ，
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多少の雨が降れば交通は社絶する状態にはあるのである。 こう L、うわけで，

l～ 2週間のことではあったが，われわれは炭酸水を絶たれたり p コーヒー

や紅茶が飲めなかったりした日々を経験した。過剰な水のために水に困ると

いう皮肉なめぐりあわせとなった次第である。

モカーディシオの町は， ほほ北緯 2度に位置しているから，いうまでもなく

熱帯で， 1年中暑L、。わずかに3 北東風の時季と，南東風の時季と，その中

間の時季とを区別できるだけで3 その中間の時季には比較的雨が多い。降雨

量は年間平均400mmくらいである。雨が降る時は，ほとんどの場合，いわゆ

る豪雨型で， lOmm内外位の量が， 数分からせいぜい15分くらいの聞にドッ

と降る。降った雨は砂をもっ て， 一時に舗装道路に流れこむ。道路は急に川

のように，あるいは湖水のようにな ってしまう。舗装道路はあっても，排水

溝は考えてないらしく，川もない町のことであるから，この道路を一時的の

川として直接海に流れ下ってしまう。 一部は蒸発し，一部は地下に浸透する

のであろうが，自にみえる感じは，せっかく降った雨が全部海へ流出して し

まうようである。そのうえ，道路をふさぎ3 交通を邪魔する というわけであ

る。

地下へ浸透した水が，そのまま地下水として保存されればはなはだ好都合

なのだが，地下を通って海へ注いでしまうのか，塩水が混ってしま うのか，

現実的には，井戸で汲む水はすべて塩からいのである。このように淡水に恵

まれていない原住民の人々は，こ の水の欠之にどのように対処 し，どう して

日々を過しているのであろうかということは，私のモカ旬、ディシオ滞在中の最

大の関心事の 1つであった。ただし，少なくとも表面的には原住民の人々

は，そういう点ではきわめて楽天的に思われた。

よく知られてい ることと思うが，回教徒の日常生活は，われわれの生活と

はかなりかけ離れていて，厳しい戒律の中にいるようであり， しかも 3 その

日常生活を窺 うこと ははなはだむずか しし、。したがって，彼等が水の欠之を

いかに克服しているのか，私たちにはまるでわからなし、。ただ，彼等が牧畜

を最高の聖職と信じているという事情は，彼等が，砂漠の住民であるこ とに

よるものと思われるので，牧畜業という生活手段の中に，水の欠之を補なう

手段もまた含まれているのかもしれない。

それ故，淡水の補給をし、かにして行なうかということ を考えてみる場合，
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現地の人々の立場で考えるという こと ははなはだむずかしい。したがって，

われわれ日本人なみの生活における水の需要をもとにして考えていくよりほ

かはないが，そうした場合の，実際との差異がどのくらいあるのかは見当が

つかないので為るつ

まず，モカvディシオの人口であるが，それが， 8万5,000 とも 10万とも 15

万ともいわれる。私の滞在 していた1961年から1962年の感じでは， 10万と 15

万との間くらいと，思われるが3 それをかりに15万としよう。そう すると，平

均して 1人の年閣の淡水の需要量をかり に20m3とすれば，年：こ300万m3の水

が必要だということになる。 l人年間20m3というのは，現在われわれが使っ

ている水の量に比較すると非常に少ないよう な気もする。しかし3 モカaディ

シオでは3 現在のわれわれの水の使い方の ようにたくさんな使わないだろ

う。 「湯水の如く使う」という 言葉は外国にはないのじゃないかと思われる

のである。

そこで，その年間 300万m3とい う水の水源はあるかと いう ことになるのだ

が，かりにそれを雨に求めるなら，年間の平均雨量が 400mrへと いうのを

300mmとみて， l Okm2の面稲に降る雨を完全に集める こと ができればよい勘

定になる。しかし，実際には，その中の大部分は流出したり ，蒸発したりす

るであろうから， 10%を利用できると考えれば，集水面積はl00km2あればよ

いということ になる。

そこで，問題は，そういう地帯があるだろうかということになるが3 それ

は，こ のモカ、ディシオを中心とする地形に深い関係がある問題であるので，

その地形について略述しなくてはならない。

モガディシオを中心とするソ マリア園のインド洋沿岸ぽ，南西から北東に

約 l,OOOkm にわたっているが，この沿岸には珊瑚碓が発達しており，モガデ

ィシオの町も，この隆起した珊瑚碓の上にたてられたものである。その珊瑚

碓地帯は， 内陸へ約 lkmくらいの幅をもっているらしL、。その珊瑚碓地帯の

内陸側には，おそら くラテライトと思われる赤い砂地がつづいている。そし

て，海岸から，すなわちモガディシオの町から約30～40km奥へはいったと こ

ろにシ ェベリ川が，ほほ海岸線に平行して流れている。こ のシ ヱベリ川の沿

岸は耕作適地であるらしく ，ここ に，ノξパイ ア，バナナ，庶糖3 野菜などの

農園がひらかれている。



宮部 ゾマ リアの水 37 

モカnディシオから，シェベリ JI／縁にいたる約30～40kmの聞は低い丘陵地帯

で，その最高点は，海抜約 150mである。この丘陵地帯は，サヴァンナとい

われ，アカシヤな どの濯木や草が生えている。 この地域の有力な輸送機関で

ある路舵の道が縦横に通っていてP 稀に，そう L、う動物に水を与えるための

井戸がある。

干ムが着眼したのは，こ の丘陵地帯である。それは，この正陵地帯が単純な

丘陵地帯ではなく て凸凹がある。したがって，適切な施設を行なえば，ここ

にいくつかの水槽を作る こと ができるのではなL、かと思われるからでゐる。

もともと，濯木などの生えていると ころであるから，水槽が作られれば，そ

の周辺に樹木を茂らせること はさほど困難ではないのではなかろうか。現に

シェベリ JI／沿いは ジヤン クツレ地帯といってもよいほど繁茂している。それ故

丘陵地帯内で水辺を得られるならば，そこに樹木の繁茂をみるようになり，

それがさらに，水源酒養に寄与することになるであろう こと は想像できない

ことではないであろう。ただ，そのような水源地として，どれだけの容積の

ものができるで為ろうかという ことであるが3 それも，詳細な地図の得られ

ない今日では，わからないことである。しかし一瞥したところ では，l,000

万m3程度のレザーヴァ ーを得る こと はそれほ ど困難ではなさそうである。も

し，そういうレザーヴァ ーが，数個所程度つ くれるなら，少なくとも モカゃデ

ィシオに対する水の供給には，こと欠かなくなるであろうと思われたのであ

る。

モガディシオと，シェベリ JI／との聞は前述のとおり約30～40kmあり 3 その

聞は，小起伏の丘陵であるから 3 地形によっては，も う少し大きい レザーヴ

ァーも作れると思うが，面積の広い池よりも，少々深い地を作る方が有利で

あろうと思われる。また，この池への水の供給も雨水だけに頼るより もシ ェ

ベ リJI／の上流から分水して供給する ことも可能と思われる。シェベリ 川沿岸

は，大体海抜80mくらいであるから，こ の川の勾配から考えてみて，数十

キロの水路は必要とするかもしれなし、。しかし，それだけの施設をしても，

モカディシオに十分3 淡水を供給することができ，それによって， 衛生的に

も，日常生活用にも便宜が得られるなら3 それに越したことはないのではな

いかと思われた。

現在では，現実にモガテ、ィシオで必要とする淡水は，蒸溜水として供給さ
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れる。市街の中央をほぼ東西に走る コノレソ・イ タリアという， モヵーディシオ

では，最も美しいアカシヤ並木の通りの中ごろに，その蒸溜水製造所があ

る。方15m くら~＇＇ 高さ 7～8mくらいの，四角い家で，外側にパイプが出

ている。 60g入りの大瓶，あるL、はドラム ・カンにその水をつめて，ロパひ

きの荷車へのせてのんびりと運んでいく光景は屡々見られる。この町には 1

台か 2台しかないタンク車につめていることもある。そういう蒸溜水は，各

家庭に運ばれていくのだが，60g入りの蒸溜水 lカン分の値段は 3シリング

（ソマロ），日本の貨幣に直して 150円く らいになる。こういっても実感はわ

かなし、かもしれないが，この勘定でいく と， l g 2.5円， つまり lm3 2,500円

となり，私どもで現在使っている水道の水， l 5m3350円に比較すると，その

雲泥の相違にびっくりするであろ う。このような高価な水を沸かして，入浴

するなどという こと は，ソマリアでは，いかに賛沢なことであるかという こ

とがわかることであろう。

それでも，皮膚の弱い欧米人や日本人の幼児たちは，そうでもしないと，

皮膚を傷められて，かえってひどい自に会うのである。

モカAディシオのホテノレてeのむコーヒーはかなりうまし、。しかし，コーヒー

そのものはほとんど原産地なのだから（コーヒーの原産地はエチオピアだという

ことである） 日本でのように高価ではない。 実際 1杯のコーヒ ーはお円程度

である。しかし，その中で占める水の値段の比重は日本におけるよりもはる

かに高いことになる。コ ーヒーがなくて コーヒーが飲めないという ことはな

いけれども水がなくてコーヒーが飲めないという ことは時々あった。 「コー

ヒーものめないような国で仕事をするのはごめんだ」と不満をぶちまける同

僚もいたくらいである。しかし，蒸溜水を作るには燃料もいるし，ボイラ ー

も必要である。例えば， l kgの水を蒸発させるには，損失を考えないで，

600kcalの熱が必要で、ある。ソ マリアでは石炭を産出 しなL、から，こ の熱源は

チャ ーコーノレ（と称する燃料，たぶん乾溜木炭）による。蒸溜水が高価になるの

も当然のことである。こ の燃料の供給が円滑にし、かなかったり ，ボイラ ーが

故障でもした場合には，蒸溜水は供給を断たれて「コ ーヒーも飲めない日」

となってしまうわけである。

個人生活に直接必要な淡水の欠乏もさることながら，間接的な淡水の需要

もまた緊迫状態にあるといえる。
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ソマリアの農業は従来いわゆる植民地的農業で為ったともいえよう。

原住民の大部分はノ マドであるため，定着して開拓に従事している者の数

は少なし、。その上， 農地乃至は農園の開拓は主としてイタリア人によって行

なわれ，バナナ，庶糖等を主としていた。したがって，ソ マリ アの食糧自給

とい うよりも イタリア本国内の需要を満たすことを主目的とするもののよ う

で1らったようである。 現在 （1961～62）でも高級野菜はケニアから空輸され

てくるものだとかL、うことである。そういうような事情で，国民の主食の需

要を満たすとか，圏内農産物による自給とかし、う 考えは，従来はなかった と

みてもよいのではないかと思われる。

以前には， 綿の栽培も行なわれ，モガディシオ市内にも，大きくはないが

紡績工場の遺骸も残っている。ソマリ ア産の綿は繊維が長くて上等のものだ

ったそうである。その綿も今はほとんど産出されなし、。繊維製品の90%は香

港製を含む日本製である とい うことである。

一方において，この国の外国貿易における輸出品の主要なものは，いわゆ

る一次製品であり， しかもその一次製品中の主要なものが，川ナナと皮革と

いうよう なきわめて原始的ともいえる ものである。国の経済成長に必要な生

産手段を輸入しようというのに，その見返りの輸出品がかようなものである

上に，日常生活の必需品の輸入にも追われているのでは，為政者としては追

われるような気持になる ことは無理もないよ うに思われる。その中で，まず

農業生産を増大して国民生活の安定をはかろうとしている政府の考え方には

むしろ敬意を表してもよいのではなし、かという気がするつ

最初に述べた農畜大臣の言葉も，そうし、う立場にたってみると，なかなか

の卓見であるといってもよいのではないだろうか。

少し，話が横道へ外れるけれども，農業奨励政策は，もう 1つの目的があ

るのではないだろうかと思われる。すでに述べたように，国民の70～80%が

ノ7 ドであるために，国土開発上，重大な障害となることの 1つは，彼等が

転 と々 して移動し，固定した生活場所を持たないために，近代的教育施設を

つくって，子弟の集団的教育を行なうことが困難であるという点である。も

し，農業奨励政策が成功して，ノマドが3 一定の開拓地に部落を形成するよ

うになれば，学校を設けて，その子弟の教育を行なう ことができるようにな

る。 このことは，あらゆる意味で，この国の将来の発展に対する基本的な事
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業であろう。この意味でも，この国における農業水利の開発はきわめて重要

な問題であろうと思われるう

モカディシオから西へ約30kmのところにアフゴイという農村があり ，また

北へ約40kmのと ころにバラ ード という農村があるつともにシェベリ JI［に沿っ

ていて，モガディシオへ供給される穀類野菜果実類の産地である。穀類とし

てはトウモロ コシ，野菜としてはチシャのようなもの， 果実としては，ノミナ

ナ， パパイヤ等が主なものと思われるつしかし，その産出塁は十分に多いと

はいえないらしく ，モガティシオだけを養うにも不足しているそうである。

そのアフコ’イ lこp 政府経常の試験農場があって，上記の農産物のほか，綿，

古月麻などの試験栽培を行な っている。綿も胡麻も成績iよょい と称しているけ

れども，いずれも，過去の実績と比較しての話のよう で，他の同様な農業を

行なっている地域での成績と比t絞しての話ではない。

ところで3 この農地（こ供給する水ば，すぐ側の川岸か らポ ンプで汲み上

げ，細濯を通して各所；こ配分されてし、る今試験農場（土少なくとも数十ヘクタ

ーjレはあり そう ：こ見えるが，それだけの農地：こ必要な水をこうい う方法で供

給できるかと Lづ疑問はすぐに起こるつ況んや，さらに広い農民たちの耕作

している広い農地に対しておや， という ことになる。 現実（こ耕地：こ水を導入

するには，増水期；こ低地の小堤防会破填して，川の水を人工的に氾濫させる

のだそうである。そんなわけで，さしあたり上流を堰止めて用水を造るとい

う考えはなさそうであるから，このような状態は今後も継続することであろ

う。しか し，もし，用水のようなものを造ろう とすれば，早速問題になるの

は，まず第 liこ，河川の流量であり ，第 21こ全体的な地形という ことになろ

うのそのいずれ。こついても明確にされていないが，地形：こ関してはひとまず

おく ことにして，流量についても遺憾ながら確たる資料を得られていない。

ただ，モカボディシオの北約 200kmのと ころに， シェベリ川に沿ってベレトウ

ェンという町があるがp そこで，日々の川の水位が測定されている。その記

録によると， 1年の聞に数メートノレの変化があるようである。 なお， シェベ

リ川は，ウェ ピ・シェベリと称せられているが，そのウェビというのは，乾

季には水がなくなる川という意味だそうであるうもちろん，水が河道を流れ

なくなるのは全河道の中のごく一部で：Iあろうけれども， 話によれば「乾季

には河道を車でドライブできる」そうである。そういう河川の ことであるか
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ら，ある地点で流量がし、くらといっても，それは時によっていちじるしく異な

るわけである。特に，流量測定を行なったわけではないから正確な こと はわ

からないが，前記のアフゴイにはたひ．たび行ったので3 そこの橋から目測し

たと ころでは増水期には水深約 5m，川幅約30m，流速毎秒約 2mぐらい，

したがって， 流量は 300m3/sec.位であり，低水期には水深約 lm，流速毎秒、

約 lm であって， したがって，流量は30m3/secくらいであろうと．思われるの

しかし，相当に広い範囲に氾濫することも，表流水が全く見えなくなる こと

もあるようであるから，流量の変化の幅はもっと大きいであろうコまた，伏

流も相当にあろうかと思われる。 一方3 この辺りの地形はほとん ど平坦であ

るから，流れはかなり 緩であるつ

このシェ ベ リ川に沿ってP 農耕地を中心としたいくつかの村落があるけれ

ども，それらの農村に対する洪水予防の施設はなし、。それは，今日までは，

洪水による災害がそれほど致命的な損害をそれらの村一落に与えた ことがなか

ったからであろうとみられている。しかしながら， 1961年の事情は，こ の平

常の事情とはだいぶちがっていたう

モカ、ディシオを中心とする所謂南部ソマリアには前記のシェベ リ川の他に

もう 1つジュノサ｜！というのがあるつシェ ベ リ）｜｜は， 南部ソ7 リア北辺をほぼ

西から東へ流れて南へ転じ南部ソマ リアの南辺をほぼ西から東へ流れるジ

ユノサ｜！と合流して， 南部ソマリア南端の港市キシマイオ付近で、海へ入る。そ

のシェ ベ リ，ジュパ両河川の上流は，それぞれエチオピア領オガデン地区お

よび北部ケニア地区であるが，それらの地区での1961年秋の降雨が例年より

も多く，かつ，長期にわたったのである 3 そのために，両河川とも異常に増

水し，特に合流点付近では広い範囲にわたって氾濫したう この氾濫によっ

て，村落が孤立し，家畜が溺死し， マラ リアなどの病気が蔓延したばかりで

なく ，ソマ リアにとっては，かなり重要な資源ともいえる野獣類がかなり姥

死したう この災害救援のために，イギリス，アメ リカ，エチオピア等の空軍

部隊や，医療隊が来援したが，その救援部隊の中で、アメリカの医療班に属

する一軍曹が溺死するなどの事件も起こった。

また， この災害のためには，世界各国から救援物資が送られ3 その受入れ

と配分とに国の全力を傾けなければならなかった というような こともあっ

たラそればともかくとして，このような水の災害に対してど ういうふうに考
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えているのか私どもにはよくわからないけれども．為政者の立場でなく，こ

れを客観的にながめてみて，このような災害の面からみても「水の規制」とい

うことは，この国で考慮、されてもよいのではないかと思われる。 しかし，そ

うかといって3 日本で考えられているような，洪水調節，九るいは多目的ダ

ムというようなものを造るということは，この固では容易ではない。例え

ば，そう いうダムサイトに適する地形は，求め難し、し， たとえあっても，交

通運輸の面からみて，資材や労力を都市を離れた場所に集結する こと は困難

のようである。そ こで考えられるのは，用水取水と，ある程度の洪水調節と

を兼ねた， 2目的くらいの多目的ダムを建設する可能性はないだろうかとい

うことである。大きいダムを造ることは莫大な資材労力を必要とするであろ

うが，低く 小さいダムならば，必要な資材労力はそれほど大きくはなくてす

むであろうっその代わり，川の流路中いくつかの場所に造り，そのダムの使

命は，若干の流量調節をするに止めるのである。

これによって，ある範囲の農業用水を獲得するとと もに，洪水時の流量を

ある程度抑えることができょう。 この程度の土木工事なら現在のソマリアの

力でもできないことはなさそうである。

もし，その程度の ことで，現在の農業生産を増大することができれば，開

発の手がかりをつかむことができるかもしれない。

とにかく，ソマリアでは，現在，水＝淡水が必要で、ある。その水は， 自然

の恵みとして与えられる量が多くないだけに，天恵の水をL、かに利用するか

について考えなくてはならない点が少なくないと思われる。しかしながら，

そういうことに関心をもって，将来の国の発展と結びつけて考えている人は

意外に少ないようにみえる勺エネルギー資源，特に原子力とか，石油とかい

う資源の獲得に血眼になっている人々は多くても，水資源の保存とその合理

的な利用とに献身する人々 は少ない ようである。それは，同等程度に大切な

ことであるし，さらに，後者は， 水による災害にも関連のある ことであり，

地震や台風などの自然災害の稀なソマリ ア国における防災問題と L、う見地か

らもとりあげられるべき問題と思われる。

（前国土地理院測地部長，理博）
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