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「水資源の総合利用に関する国連セミナー」遊学記

その 1 セミナ一見聞

川村光雄

1. はじめに

1966年8月 1日から21日まで，水資源の総合利用；こ関する国連のセミナーがソ連政

府の共催で開かれ．筆者は幸Lイこ日本；から出席することができた。

セミナーはソ連邦ウズベッ F共和国の小都市 Ferganaで開催され．その後フェノレカe

ーナ流域のi整理正工事やアゼノレバイシャン共和倒の多目的貯水池，ボノレガ河最大の発電

所ポログラード視察旅行lこ参加した。帰途（まシベリア経由の一人旅で，バイカノレ湖や

世界最大のプラ ーツ F発電所を訪れることができた3

1ヵ月の短いソ連旅行であり ，ロシア語の知識皆無の筆者が，第三国語の英語を通

じて見聞したのであるから，ソ速の水資源問先の実情を十分に紹介し，批判すること

をちゅうちょするのであるが，セミナーの英文テキストなどを参考4にして筆をとるつ

2. セミナー開催まで

本年3月16日付の国連書簡では，このセミナーはソ連邦ウズベッ F共和国の首都タ

シュケントで関かれることになってし、て，31ii i若から局長級の人が参加するとのこと

であったが， 7月に筆者の参加が承認されてきたときには，会場がタシュケントの地

震でフェノレガーナに変更になり， 7月27日までにそスクワ；こ必着とのことであったc

巾央アジアのど真中， しかもシノレクロードなど歴史上も数多い遺跡のあるフェノレガ

ーナ地方を訪れる期待：こ胸おどらせてそλクワ空港につL、たの（主26臼午後， 肌寒くど

んよりしたii了内を通り抜けてそスクワ北郊のヤロスラブλカヤーホテノレlこ落着いた3

東京からはニュ ーデリー経由でもはし、れるが，インド航空の座席が満員のため，カ

ラチからソ連のアエロフロトに乗換え，テヘラゾ経由コーカス山脈を横断してそスF
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モスクワ運河

1939半の頭首工（フェルガーナ流域）

ワtこtまL、っfニ。

期日厳守，出発2目前にモスクワ

着時間を打電ありたしとの指示であ

ったが，世界中から集るので，講師

や参加者の全員揃うまで，毎日市内

見物であったっ27日l土赤い広場から

クレムリソ， 28日（主ホテノレの近くの

経済達成博覧会を見学，参加者の初

顔合わせや今後の予定打合わせがあ

り，夜は赤軍劇場でミュージック

ホーノレの観劇， 29日はモスFワ運河

を貸切ボートで見学， 30日の午後イ

シューリン18でタシュケントに向か

つて出発，セミナ一一行約50人もこ

のころには皆仲好しになっていた。

同夜はタ γ ュケント空港傍のホテノレ

に一泊して， 31日飛行機で約30分酉

へとんでフェノレカーナに着いた。

砂漠の暑L、日差しに緑の町が展開

していた。空港；こは“欲迎国連水利

用セミナー”の赤L、族が飾られ，花束をもったウズベック美人の歓迎さあった。

4月26日の大地震に見舞われたタシュケントの表情ば，地震のおもかげもなく，少

なくとも飛行機からみた夜景では，街燈もイノレミネーショ ンも整然と輝やいていた。

新潟やイランの地震をみてきた筆者には想像もできない情況であった3 スラム街の古

L、家がこわれて，それも軍隊がほとんど後片付けをしてしまい，死者はわずかに14人

ということであった。しかし，セミナー中にホテノレが地震でゆれたのでは外国のお客

さんが驚かれるので，急、きょ会場をフェノレガーナ；こ移したのだとし寸。 8月中旬に再

び市中央のタシュケントーホテノレに泊ったが， 6階建の 室の偶がちょっとくずれた

り，クラックがはいってし、たが，こわれた住宅の復旧はほとんどすんでいたようで，

地均しした後ば公園にするとL、うわけで，きれL、に整地してあったっ

ともあれ，地震のために会場や視祭旅行の日程が変更：こなり，加えて，参加国も当

初の31ヵ国から40ヵ国に増えたので，ソ連側の準備も大変であったことと思われる

しモスクワでの 4～5日の滞在も，このための準備と余裕をみたのであろう。

3. ウズベック共和国フェルガーナ

ソピェト社会主義共和国連邦（USSR）は，面積は約 2,240万km2, 地球の1/6を占め
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る大国で， 15の共和国で構成されている。その 1つ，ウズベックソビエト社会主義

共和国は，面積45万km2，人口1,058万人，首都はタシュケントであ り，東洋的な ウズ

ベック人の国である。

同共和国の大半は，南のパミーノレ高原から流れるアムダリヤ，シノレダリヤの両河が

北のアラノレ海に注ぐ乾燥地待ーであり ．とくに両河の大規模な滋殺が行なわれている。

ソ連全土の棉作の約 2/3はこの共和国で生産されているほどであり，ブドウ，西瓜，

メロンなど果物の産地でもある。

東寄りの天山山脈に囲まれたフェノレガーナ盆地は，紀元前の農耕文化の遺跡が数多

くある所で，扇状濯措正法，すなわち背後の山から流れ出る河川水を引水し， 1産減j覧を

通Lて耕地に導き，オオムギ，コムギを栽培していた．ことなどにみられるように．

古くから肥沃なオアシス農業地帯であった。

ウメベッ F共和国の水利事業大臣が，歓迎の挨拶のなかで，“太陽溢れるウメベッ

クの土地”と述べたが， 8月初旬のフェノレガーナ町は，連日3s0cを超える暑さである

が，町全体がポプラなどの街路樹におおわれ，日陰では空気が乾いているので汗をか

かない。朝は初秋のように涼しL、。夏はほとんど雨が降らないで，年降雨量200mmの

大半は秋から冬に降る。

シノレダリヤ河の上流部に位置するフェノレガーナ盆地は，東西300km，南北170km，約

3, 000 km2の広大な平野で，東の天山山脈を越えれば中国，昔のシノレクロードである。

セミ ナー出席者のギリシャ代表が，フェノレガーナというのはギリシャ語で絹という意

味で，アレキサンダー東征の折，その 1l却隊が長く留っていたほど豊かな所であった

と解説してくれたが，今日でもその感が深い。ータ，セミナーの一行が近郊のコノレホ

ーズの歓迎夕食会；こ招待されたが，夕暮れの涼しい果樹園で出されたのは，ブドウ，

西瓜， メロン， トマト，キュウリ，数種の乾果，ヌンとし、うノミンなどの前菜：ニウオツ

カ，コニャックの酒，シシリク，羊肉やトマトなどのはいったボノレシチ，そして，ポ

ロとし、う混ぜ飯等々，出される食べ物はイランやアフヵーニスタンとまったく同じ味，

同じ種類，料理してし、る人々も，巾央アジアの典型的な顔であり，その豊富さ，東洋

的な歓迎ぶりは中央アジアに特有なものと思われた。ただ違うのは，宴会場の正面に

飾ってある写真がマノレクスとレーニン。もちろんそれだけではない。農民の 人一人

の顔が明るし、。延々と平原を走る道路の両側には必ず樹木が植えてあり ，緑の棉畑が

広がってL、る。防風林のポプラも30年以上たってL‘るのであろう。

革命後，1937年に270kmに及ぶフェノレガーナ運河を人力だけで45日間で掘り上げ，

緑なきこの砂漠に水を百 I~ 、たという 。 このような観点から，水資源のセミナーが当地

フェノレガーナで開催されたとすれば，演出効果は満点であったといえよう 5

大臣の挨拶から少し引用してみよう。 ウズベック共和国の水利用はソ連第ーであ

り，全土の濯波面積の40%を占める約300万 haが既濯殺であって，その半分が棉作地

である。共和国内の港紙水路網は現在 13万kmを超え， 取水および揚水l土3万ヵ所，
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人造貯水池の全容量は30（：意m3に達しており， 1産車正だけで年間30～35億 m3を利用して

いる。 1970年までには，さらに50万haの新規濯殺， 100万 haの土地改良， 30億 m3の

貯水池建設， 350万 haの新規牧野の利用を行なう計画である，と。

これらの水源は， いずれも7,000m以上の氷河に源を発する， アムダリヤ河とシノレ

ダリヤ河によっているわけである。アムダリヤは中央アジア最大の河川で， 延長は

2, 500km，年流出量l士約5001:意同， これに次ぐシノレダリヤは延長2,400 kmで，いずれも

アラノレ海；ニ注ぐ。 しかも， フェノレガーナ盆地lこは油田が数カ所あり， ブェノレガーナ町

の近郊こ，年産250万fの石油精製工場がある。 10年前！こは荒野であったが， 7年前（こ

建設された石油工場に隣接して，化学肥料工場もできているし 5階建のアパートも

緑の並木：ニ包まれていた。われわれも石油工場を見学したが，夕日に映える銀色のパ

イプ，分離塔，黄色い焔を出して燃えつつ・ける廃気塔の情景もさることながら，平均

26歳とし、う工場人口の若さに驚いた。

4. セミナー開会

このように古くて新しい町フェノレガーナでのセミナー第 1日は， ウズベッ F共和国

水利大臣への訪問｝こ始まった。大臣室には大臣，次官らが出迎えて 1人 l人と握手を

交して，パンや西瓜，ブドウ，モモ，メロン， トマトの果物， ミネラノレウォーター，

レモネード， ウズベックの花束におおわれたテープツレに坐る。大臣の挨拶は，英 ・仏

・西の 3ヵ国語に通訳されるので約 1時間， フェノレガーナ流域，共和国の水利用の現

況と将来を語り，このように尾大な水資源開発を進めるに当たっては，諸外国の進ん

だ技術を十分に吸収する必要があったと述べていた。

つづいて，国連本部の社会経済局 Arce運輸資源部長の挨拶， ソ連当局への謝辞を

述べ，国連本部よりの電報披露があった。そして，果物のご馳走を中腹ぐらい頂戴し

て，セミナーの会場：こ移る。

セミナーの会場l士市の中心にある公会堂のホーノレが当てられ，正面には国連および

ソ連側の議長田，演壇は左側一隅に設けられ， われわれフェローは， HIJに AB Cの

国名順；こ坐る 3 その後部にはソ連側の講師席，そして 4つのボックスがあり，英・仏・

西・露の 4ヵ国語の同時通訳装置，会場右隣りにはコーヒーやレモネード，果物や軽

食がとれる臨時の店が設けられてある。白木でみられるように，飾り花も各国の国擦

も飾られていないっ公会堂の劇場，舞台ば同じ建物のなかにあるのだが，会期中，ガ

ラソとしていたが，われわれのためにタイプ室や診療室も設けてあった。

再び国連のアノレセ部長のセミナー開会の演説，ソ連側代表議長（ウズベック共和国

水利省開拓局技監）の挨拶があり，さっそく第 l議題水資源総合利用に関する法律的

行政的側面の講義が始まる。セミナーのプログラムもテキストもまだ届いてし、ないの

で，英誌のイヤホーンをし、れて聞く。講師の原稿があらかじめ通訳にだけ配られてい

るようで，逐次通訳でなく講義のテンポに合わせて読んでいるだけのようである。も
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ちろん，原稿以外の部分l士通訳されるが，専門用語になると多少とぎれがちではあっ

たが，各国語；こ大体 3人の通訳を配置してあった。

約45分の講義が終わり，午後ば 3時から第 1講師のつつ・き，そして 2番目の講師が

約 1時間とLうふうにして，小憩，その問に，英 ・仏 ・西グノレープに分かれて，講師

に対する質問を紙．こ書いて，グループのリ ー〆ーに提出， リーダーはこれを調整しと

りまとめたうえ，代表して講師に質問する。講師は 1問 1問iこ答える。英語グノレープ

のリー〆ーは，アメリカの将来資源協会副会長であるフォックス講師が当たった。英

語グノレープ（土約30人近いので，たくさんの質問をうまくとりまとめて調整するのにた

L、へんであった3

英語グループが終わると，仏語グループ，そしてf!j,j語グノレープというように質疑応

答がっつ・けられてし、くっところが同時通訳のほうでは，スペイン語から仏 ・英に通訳

できる人がし 、な＼.•ので，アノレセ部長が元々ボリビア出身で 3 ヵ 国語を流暢に話すので

スペイン語の質問を失訳，仏訳と 1人同時通訳するということに相成った。

このようにして，セミナーは朝 9時から午後 1時まで，昼食後は 3時から 7時ま

で，講義，質疑応答と，土曜も日曜もなしに， 8月1日から 9日までぶつつづけでつ

づけられた3 議題も多く，講義も盛りだくさんであり ，後の視察旅行の日程の都合も

あり ，かなり の勉強であった。もっとも，講義の後で博物館の見学や映画の観賞， 午

後の水泳など息抜きも行なわれたのではあるが，時には午後の8時ごろまで講義のつ

づくことがあったコ

各国からの参加者l土イランとマ リおよびセネカツレの 3ヵ国の不参加者を除L、て， 36

人であったが，地域別に分けると，つぎのとおりで全世界の開発途上国からほとんど

集った感じであるc

東南アジア（？ヵ 国）一一日本，フィリピゾ，タイ ，マレーシア， ピノレマ，パキスタ

ソ，イソド，ネパーノレ，セイロゾ。

中近東（ 6ヵ国）一一ーアフガニスタン， イラF，クエイト，シリア， トノレスイスラ

エノレ。

ヨーロツノミ（ 4ヵ国）一一一ギリ γ ャ，キプロス， ユーゴ， ポーランド。

アフリカ （？ヵ国）一一一アノレジエ リア， 〆オメ，エチオピア，ガーナ，ケニヤ，マダ

カスカノレ，ナイジエリ ア，タンザニヤ， ウガソダ。

中南米（ 7ヵ国）ーーポリビア，ブラジノレ，チリ ，コロ ンピア，ホンジュラλ，メキ

シノコ， －..：.ノレー。

フェローで 2人きたのはビノレマだけ-c，ただイソドとメキシコl土開発途上国の水資

源開発の経験を講義するため，講師としても招かれたので，講師とフェローと 2人出

席したっ講師ば全部で31人， うち 9人は国連から任命され，22人はソ連の講師であっ

た。国連本部から招かれた講師は，アメリカが3人，アノレゼンチソ ・メキシコ ・イン

ドから各 l名，国連職員が議長を除いて 3人という内訳であったο アノレゼ‘ノチンの講
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師ば国際水法の権威で， 現在は駐日大使であるが ECLAに勤務したことのある人， ア

メリカの 3人は，カリフォノレニア大学法学部の教授，将来資源協会副会長，元連邦動

力委員会やTVAの委員長といった顔ぶれではあるが，かつては国連コンサルタントと

して活躍した人々であり，またメコン河の総合開発の講義をした ECAFEのメコソ委員

会事務局長，またインドの講師も元国連専門家というように，これまで国連活動の分

野で働いた人，著名な人が招かれていた。

ECAFEの Schaaf とアノレゼンチン駐日大使以外は， 日本訪問の機会をもったことの

ない人であったが，フェローのなかでは，ア フガニスタン，ガーナ，ネパーノレの代表

はかつてコロンポプランの研修生として来日したことのある局長たちであったから．

夜の東京，京都の寺参りの話などに親近感がわいたのであった。

開会第 1日の講義終了後，筆者は持参した英文ノミンフレット 3種（日本の河川，建

設省の機能と活動，水資源開発公団の活動〕を配布したところ，あっという間に奪い

合い，数が不足してもらえない連中から，なぜもっともってこないのかとクレームを

つけられる一幕もあったけれども，日本はなかなかよくやっているなと肩を叩L、てく

れるのもいた3 色刷りのパンフレットを配布したのは筆者だけであったので，日本；は

PRが上手だと皮肉をいうものもいる始末であった。

セミナーの講義と講師の演題などのプログラムは， 2日自にやっと配られ，ソ連側

講師の英文テキストも 3日自に配布されたが，その他の講師？人のテキストはセミナ

ー終了時にも配られなかった。講義のテーマと講師はつぎのとおりであった。

議題 A 水資源の総合利用の法律的行政的側面

講義 1 国際慣行における水源資の総合的利用と保金の法律的基礎

G.J. Cano （在日アノレゼソチγ大使）

講義 2 向上

O.S. Kolvasov （ソ連科学アカデミー，法律研究所）

講義 3 ソ連邦における水資源の総合的利用と保全lこ関する全体計画を策定す

るための組織と調整

G.G. Gangordt （ソ連水工設計庁）

講義 4 国際河川の水資源を総合的に利用するための調査組織

A.G. Lepawsky （アメリカ ・カリフォノレニア大学法学邸）

議題 B 水資源とその調査

講義 5 水資源の総合利用事業の建設に必要な河川流量の水文学調査，地形測

量その他の調査

V .F. Korchevsky （ソ連水工設計庁中央アジア局主任技師）

講義 6 水文観測の組織と方法

Y .N. Ivanov （ソ速水文気象調査局中央アジア部）

講義 7 水文地質資料と地図に基づいて地下水の賦存を評価すること
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Rober↑Diion （図連本部地下水専門家）

講義 8 水資源の推定法（中火アジアの例）

V .P. Svetisky （ソ述中央アジア科学研究所）

講義 ？ 水利用計画に必要な組織，調査器械，経済調査の進め方

V.A. Andreev （ソ連中央アジア繍作水利事業局）

議題C 各種水利事業の要素と水資源の総合利用計画に占める位置

講義10 開拓（治水および液凝）

L.V. Dunin Barkovsky （ソ連水工および開拓研究所次長）

講義 11. 上水道と工業用水道

A.F. Chebalin （ソ速水文地質研究所）

講義12 中央アジアにおける水力発電

C.K. Anoshkin （ソ速水工設計庁中央アジア局）

講義13 内陸舟運

M.V. Matlin （ソ連舟連中央研究所）

講義14 水利用のー要素としての漁業

しVMinkovi↑ch （ソ速水工設計庁）

講義15 水資源の保全

A.I. lvanovitch （ソ連関妬水利省水保全局）

議題 D 水資源の総合利用の基礎として，全流域および個々の流域の水経済収支

講義16 水経済収支一一長期水資源計画の主要な要素として，並びに水資源の

実際的管理について一一ー

S.K. Pavlov （ソ連開拓水利省水問題および下水局）

講義17 7）＜.経済収支方法

Y.D. Gildenblat （ソ連水工設計庁企画局長）

講義18 河川流量を再配分する方法を決めるための水経済収支

V.P. Zahavov （ソ連カザッ F科学アカデミ ー）

議題 E 水利事業の企画と実施

講義19 水資源総合利用計画の策定方法

A.D. Pobedirnsky （ソ連開拓水利省）

講義20 水資源の有効利用の基礎となる流量調節

J.D. Guildenblat （ソ速水工設計庁企画局長）

講義21 ダモダーノレ河の水資源と土地資源の総合開発事業から得られた結論

S.R. Vosudev （イソド元国連コンサノレタント）

議題 F 水資源の総合利用の経済的側面

講義22 水資源の有効利用方法とその技術的経済的指標

M.P. Feldman （ソ運動力篭化省電力研究所）
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講義23 開拓の経済性

1.K. Fox （アメリカ将来資源協会副会長）

講義24 土地開拓D経済的効率

M.N. Loyter （ソ連国家計画委員会生産資源局）

講義25 地域経済に対する水利事業の影響

G.C. Levi↑（ソ速水工学研究所主任研究員）

講義26 河域の水資源の総合利用計闘を経済的に評価し，行政管理するための

基準と方針

J.C. Swidler （アメリカ前連邦動力委員会委員長）

議題G 水利計画の諸問題

講義27 ハング リィ ・ステップの濯減事業を例として， 総合的水資源計画を実

施した組織と効率

D.K. Te凶tski （ソ連中央アジア濯統計画部）

講義28 水利事業の工費節減と工事促進の方法

E.D. Kalimanov （ソ速水工設計庁技術局）

講義29 開発途と国の水利事業から得られた経験

R. Canales Lozano （メキシコ）

講義30 同上

S.R. Vasudev （イソド元国連コソサノレタント）

議題 H 水利事業の管理

講義31 ミェン ガチューノレ多目的貯水池の管理

B.G. Gousseinov （ソ連アゼノレパイクャン電力局〉

講義32 カラクム運河を例として，長距離導水の企画，設計，建設

K.F. Ef問 mov （ソ連トノレクメン水道研究所）

（時間の関係で省略された）

講義33 水資源の分野における国連の活動

K.E. Hansson （国連本部社会経済郎水資源課長）

講義34 メコン河の総合開発調査

C.Haけ Schoof （国連 ECAFE メコ γ河調整委員会）

5. セミナー雑感

前記のように33の講義を通じて，水資源開発の法律的，経済的，技術的側面につい

て，ソ速における動きを中心にして，世界の水資源開発の動向や考え方，問題点を知

ることができたご時間，人数，通訳などの関係もあり，講師を囲んで自由討論を行な

うには至らなかったけれども，各国フェローの提出する質問を通じて，何が各国で問

題になっているかも認識できた。
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セミナー最終日には，われわれフェローに 1人10分間の発言が許され，各国の水資

源開発の推進に当たって当面している課題を話すことになったのであるが，筆者はわ

が国の水資源の利用現況，治水の意義を槻略述べるとともに，当面の問題として，＠

経済計画と各省の水資源開発に関連する長期計画との調整，＠各省プロジェ Fトの経

済効果を早期に発現するための対策，。水利用と水質汚濁など人間の影響との調書t

e将来の水需要の惟定とこれが対策の 4点、をとくに指摘した。

2, 3の国を除；すば，多くの国は資金の不足，技術者の不足を訴えていた。フェロ

ーのスピーチを総括して，アノレセ部長は，資金と技術者の不足が最も重要な点である

ことを指摘し水資源開発のそニュメン卜になるような大プロジェ Fトに安易、こ着手

する開発途上国の前例を戒しめるとともに，技術の導入，総合的な水管理機構の確立

などの対策を進めるべきであると強調したコ

講義の内容は次号；こ譲ることとして，率直にいって語学力の問題がセミナー雑感の

第一印象であるJ 国連本部のアノレセ部長（ポリビア）， ハンソソ水資源課長（スウェ

ーデン），ディジョン技師（フラソス）などは芙 ・仏 ・西の 3ヵ国語を自由；こ話すこ

とは別；こしても，また元英領仏領の植民地であった国々からの人々も多年各地；こ留学

しているのであるから，第三ヵ国語の上予なこともいうまでもないが，なんといって

も自由；こしゃべれるようにならんと30日も一緒Jこ生活するのであるからおもしろくな

い，あたり前のことである。

ソ連側の講師（土 2, 3の人を除付ば，通訳なしでは話が通じなし、。通訳を業とする

人（士鍛えられ，勉強しているのであろう 。流暢な外国語であるが．一般庶民は日本と

同様片言いえれば上出来である。したがって，ソ連講師との話しは通訳を介して 1つ

2つの質問の答えがきければし、L、ほうであり ，はがゆくて仕様がなL、。ロシア語と笑

語の字引さを片手にやっても，専門用語’士通じなL、からである。現在ソ連の学制では

5年級から外国語が必修．こなっている由で，あと 10年もすればソ連の旅行も外国語で

通じるようになると思うが，それもしょせん第三ヵ国語を通してのソ連しか知ること

がでさないわけで，ロシア語を通じて話し聞くことが肝要なのではなかろうか3

セミナーの講義の半ば以上がソ連の講義であるけれども，ソ連の自然条件もさるこ

とながら大規模な仕事をやっており ，それぐらい大きな工事だと 10年近い歳月をかけ

て完成しーとし、るコまた，それを誇りうる時点二，開放しうる時点に到達したというこ

とは，共産主義体市ljと（まし、え恐るべき底力であると考える。

いろいろなプロジェクトの優先順位をどうやって決めるのか，また経済性をどう評

価するかということについて，アメリカとソ連の基本的な考え方では，原則的に違い

はないという点も大きな発見でもあった。コストと便益，その評価なり， 効率の算定

方法は違っていても主主木的な考え方は似ているのである。

ソ連邦政府，ウズベック共和国政府の主として水資源担当の省の名前ば， 英訳し

て， Ministryof Water Economy & Reclamation である。治水も含めた水利事業省という
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のであろうか（？）自然界の降雨と流出の関係にみられる水収支と区別して，水利用の

段階における水収支を WaterEconomyの概念としてとらえていることからみても，そ

の点ば了解できるのであった3

6. 視察旅行

プェノレガーナの夏は暑かった。大陸性の気候なので，朝晩（＇，）：涼し L、が，午後の講義

になると，会場では睡くなるし汗がにじむほどの熱気にみまわれる。 ？日間の講義

を終えて，一同ほっとして，視察旅行にでかける。午後の熱気を避けて， 4U寺ごろか

らの現場見学は楽であるc 日程はゆっくり組んであるが，われわれ外国人のほかに，

三ヵ国語の通訳，ソ連側講師など全部で50人以上の大部隊の旅行であるので，現場の

説明や質疑応答も十分納得できるところまでし、かないし，夜ホテノレについても部屋剖

りなどに 1時間以上もかかる始末で，フ ェローのなかには不満の声もでていた。

見学した日程と場所を列記するとつぎのとおりであった3

【8月9日】 Korkidon 貯水池，堤長

400m，堤高？Omの砂利ダム，傾

斜コア，貯水量約 2億t, 5万ho

の濯j既 1962～68年。

Kori M。rx集団農場での夕食歓迎

会。 Andijoni白3

【8月10日】 中央フェノレガーナ運

河の取水堰 2ヵ所の見学c 約

40Qm3/sec取水， 中央 .r卒j・北
Ko出 donダム堤頂 の3水路で約 41万 hoのtU変コ氷

河から流出する土砂で，河の水は泥流の感じで流れも早い。

【8月11日】 Andijonから Tashkentへ空路約35分。市内見学，水利大臣へ表敬，全

員のサイン帳を記念に贈る。古いスラム街のあちこちで，地震の復旧や主主地が行

なわれている。軍隊の応援がまだつづいており，木蔭；こ天幕がみうけられるつ

【8月12日】 中央アジア最古の都市サマノレカンドの遺跡見学e Fシュケントから飛

行機で片道 1時間，日帰りする。 14～15世紀の天文台跡，Rogiston,B削 ioneh モス

F，針。hiZindaモスF，チムーノレ一族の墓など，青くすλ わたった空；こ育味がか

ったタイ ノレ張り の青いドームの残がし、が輝やいていた2

【8月13日】 タシュケントからアムダリヤ河， 800kmのカラクノレム運河をみながら

Ashobodを経由，カスピ海を西に横断してバFー着。 市内見物コ市の郊外では新

しい大住宅団地が建設されており ，緑の並木も大分大きくなってレた。アゼノレパ

イジャゾ共和国の首都パクーは，人口 116万の大都市どが，旧市内l土落着いたト

ノレコ風の情趣がある。カスピ海で一同海水浴を楽しむつノミク一市の高台にあるキ



川村 「；j（資源の総合利用に関する国連ヒミナー」 遊子記 133 

ーロフ公園から眺めたパクーの町と港の夜景ば明るく色どられて印象的であっ

た。

【8月14日】 コーカサス山脈の南麓／こそってパクーから西へ約 300kmのミュンガチ

ューノレへ，パスで6時間半。

1945年着工，l953年完成のミ

ュンガチューノレーダムば， 堤高

80m，堤頂長1,550m, 砂利ダム

体積1,560万 m3，貯水容量は約

lι8億 m30 Kura河の洪水調節，

37万kWの発電， 1.8万haの濯凝

を行なう多目的貯水池である。

流域の降雨量は 150～280nimの

乾燥地帯で，貯水池の塩分が増

えてレるとし、うことであるが，

湖上で飲んだ湖水は甘くてうま

台、っ fこ3

ミュンカチュ ノレタ’ム

【8月15日】 12年前tこできた人口 2.5万人のミュソガチュ ーノレの朝（土，広場の緑；こ

集る雀の芦に眼がさめて気持がよし、。昨日の路を東へパFーに帰る。夕方の飛行

機二のるまで市内の散策コ街路

樹の根元には，穴のあいた鉄板

が沿いてあり，給水車でその上

から 1木 1本散水している。湿

気の高い町なので汗ばむ。イシ

ューリン 18，こ乗機したのが 18

時ラ真北に飛行して40分，ボノレ

カ下町Iのテツレタがカスピ海；こそっ

てみえてぎた。 1時半，ボノレガ

河， ドン河，それを結ぶ運河，

ボロゴグラードダムがみえて ボロコ’グラードーダム，魚道エレベーターの部分

きた。，十、ロゴグラード駅iこ近L、ホテノレ（こ着いた。

10時から食事をとる。各国からの観光客が多く，われわれの席も予約してあ

る。 8月15日，インドの独立記念日ということで，インド代表は，シャンベンを

全員にふるまう 。日本にとってfま敗けた臼であるから，その旨も念のため伝えた

ら， sosa仰ということで， また乾杯をく りかえす。

東独の青年たちをはじめ，レス トラソト にいる人たちは，バンド音楽でツイス

トやゴーゴーに興じている。バンドは夜 8時から 11時まで，休み休みやってL、る
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ポロコ’グラード；筈

ポロゴグラード発電所

ポロゴグラードーダムの標準断面図

が，ソ連の人は食べてはおど

り，飲んでは踊り，老若男女皆

楽しんでL、る3

レニゾク・ラード労働組合から

招待されて同宿していた大阪総

評の 4人連れと久し振りに白木

語を話す。

【8月16日】 気温は朝から30°C,

北緯 48°なのに乾いた暑さであ

る。ロシアの母といわれるボノレ

ガ河の最大の貯水池，ホノレガ水

力発屯所を見学に向かう 。ボノレ

ガ河の最終開発がすむと？ヵ所

の階段式貯水池ができ上がる

が，現在るヵ所完成しており，

このポノレカa発電所は1950年に着

工された。 1954年にコンクリー

ト部分が着手され， 1958年12月

3 '1主の発電開始， 1962年；こ竣工

しfニ。

出ブJ250万 kW，年発生電力量

110億 kWh，全貯水容量 320億

m3，湖水の長さ 600krr>，幅25km

の大海であるc Ivan of所長の話

では，年平均流量は 2.150位、m3,

落差ば20～25m，年間平均運転

時間l土5,000時間である由c こ

この魚道は，写真にあるように，エレベータ一式で，われわれに操作してみせて

くれたが，下流の魚を上流にあげるのに約30分ぐらL、かかっていた。蝶ザメ，ナ

マズ， ウナギ，タイ等々の魚が， エレベーターのスクリーンで上げられたのをみ

て，魚の種類の豊富なのに一驚した。

午後は市内見物3 スターリソグラード攻防戦で廃櫨；こなったこの町は急速に復

興し，ママイ丘の防衛戦士の記念群像や戦没戦士の広場， 80mの対人像，バヴロ

フの家などの戦跡見学で，わずかに当時の攻防の激しさを偲ぶのみである。

【8月17日】 特別にチャーターした船で，ポノレカ守発電所の悶門：こ向かう。 800ノレー

フツレ（32万円）のチャーター料ということであったが，船中にはビー／レ， ロ一三九
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トビーフや果物なども用意してあった。ロックは， 往復 2列二なっており， 1列

が上下 2段のプロァクになっている。 1ブロックは長さ300m，幅30mで，10～8

分で水位が10～12.Smまで上下できるような仕組みである。写真撮影禁止と，女

船員が日艮を光らせてどなって歩く。ポルカ’・ドソ運河をみる予定であったが，時

聞が足りないということで，ボノレガ貯水池を往復することになった。

【8月18日】 近くの防衛博物館見学後休養。夜の飛行機でそスクワへ0 TU 114なの

で約 1時間半で， ドモデドホ空港につく。ホテノレは，20目前と同じヤロズラブス

カヤである。

以上で公式の旅行は終ったのであるが，セミナーの日程は21日までなので， 19

日はトレチャコフ美術館の見学， 20日はレーニソ大学， と“戦争と平和”の映画

観賞， 21日l土パレエ観賞とし、 う予定であったが， 19, 20日の両日は各人帰国のコ

ンファームで忙しくて真面白におつき合いしている人は半数ぐらいに減っていた

であろう。最後の日のバレエはプーシキソ通りの裏にある Music劇場で，ノー ト

ノレダムのせむし男のハレエに招待された。 11時から 14時まで， 3幕 8場のバレ

エは，有名なスターらしく，アンコーノレクコ泊予が何函もくりかえされてL、た。

約 1ヵ月前：こくらべて，もうモスクワは初秋の粧いであった。オスFンキノ通

りの並木も黄ばんで，落葉しかけていた。オスタソキノ博物館の開館を待つ人々

もセーターをきているほどであった。

セミナーのフェ ローも，ぽつりぽつりと帰国を；急いでいった。 22日の夜（ま最後

lこ残ったアジアーグノレープだけで，お別れのシャソベソを飲む。10時，フィリピゾ

とネパーノレのフェローが，当地の秋には珍しい雪とシャワーのみか：こ手をふって

いった。 10分ほどしてはれ上がった。ホテノレの向こうに， 17世紀のギリシャ正教

の教会が雨漏り：こうつってし、た。

（建設省計画局建設振興課）
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