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乾燥地の水（ll)

ーーアフガニ スタン報告一一

宮本正史

砂漠の地下水路一一カレース一一

1. カレーズとは

飛行機に乗ってアフカザニスタンの上空を飛べば，茶一色の平野に，山肌に

ぽつりぽつりと漂うような緑が眼に映る。あるときには絶海の孤島のように

あるときは一つの秩序をもった連続として，緑は人閣の存在を何千mも上空

にあるわれわれに示してくれる。そしてその緑と茶との境界はがっちりとし

ていて，両者が互いに溶け込むといった様子は全くうかがわれない。圧倒的

な茶色の量にくらべ，緑のそれはほんの微々たるものでしかない。荒れ果て

た自然の中で人間の存在を示す唯一の証しである緑の島々はなんと心もとな

く見える ことであろうか。

だが，心もとなげに見える緑の島々にも，よくよく眼を こらせば，そこに

は土壁を回らせた村落やら，道路やら川筋などが微細な粒子を漂わせた砂漠

の大気を通して認められるのである。そしてこの機上からの観察を続けてい

ると，ときとして緑の鳥に向かつて伸びる小さな点の連続を発見する。山麓
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から一直線に一定の距離をも って規則正しく並んだその点の連続は，明らか

に人の手になったものである。数 kmにも及ぶ点の終点に必ず村落が見つか

ることからも人工物である ことは疑いのないと ころである。しかし，この点

の連続が一体何であるのか，初めて見る者には理解し難い。ましてやこれが

地下水路のたて穴であり，その小さな点の下を清例な水が流れている ことな

どは想像もつかない。 この小さな点の連続こそが，砂漠の人びとの英知の産

物カレーズ砂漠の地下水路なのである。

機上からは，地表に露われた部分である とはいえ，その全貌を一望にでき

たカレーズも地上に降り立ち手の届く距離にまで近寄って見ると，今度は盲

と象のたとえ話のよ うに，相手が大きすぎてどこが頭でどこが尻尾なのか見

当がつかなくなってしまう。小さな点に見えた穴も，実際その傍に立ってみ

る と ， それは直径lOm~ vこも及ぶ巨大な蟻地獄のような ものである。清澄な水

の流れを見ようにも，それらの蟻地獄の底には蓋があったり ，たて穴が小さ

く深く水面を見る ことはできなし、。 カレーズの終点である村落から始点まで

たどって行こうとすれば，炎天下の砂漠を数 km も歩かねばならぬ。 日射病

をいとわぬにしても，これはかなりの忍耐を要する仕事である。 しかもここ

でもやはり観察できるのは地上の部分だけであり ，肝心かなめの水路は地下

深く隠されていて，観察者の眼にふれることはないのである。

カレーズ断面図第 1図
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このカレーズがどのような構造になっているのかを， 簡単に説明するた

め，つぎの模式図（第 1図）を見ていただきたし、。第 l図の上の部分がカレー

ズの水路に沿った断面図である。 lから12までの番号をふってあるのが一連

のたて穴であり，地上にあって蟻地獄のように見える部分て、ある。そのたて

穴とたて穴を底の部分で結んで水を流すよ こ穴，水路が走っている。たて穴

とたて穴との間隔はおよそ20m前後であり，数にして大体100から200，全長

2～ 3 kmといったところが，われわれの観察したカレーズの標準サイズであ

った。番号 1のたて穴はサル ・チャー（サノレはベノレ、ンャ語で頭，チャーは井戸の

意味〉と呼ばれる。 このサノレ ・チャ ーが地下の帯水層にまで達しており， こ

こがカレーズの取水源となっている。もし地下水位が下がれば，水路全体を

深くするかあるいは更に山側に新しいサノレ ・チャ ーが掘られる。番号12の井

戸はジューイ ・チャ ー （ジューイは溝の意味〉と呼ばれ， ここから水は地表に

現われる。ジュ ーイ ・チャ ーから流れ出た水は一且池に貯められる。この池

は絶え間なく一定の水量を流し続けるカレーズにあって，供給と時聞が限ら

れた使用との調整をする貯水池としての機能をもっている。番号2～11のた

て穴は単にチャーと呼ばれる。カレーズとは正確には lから12までの地下水

路をたて穴群をいうのであり，ジューイ ・チャ 一以後の水路，池は含まれな

し、。

カレーズの主要な部分はもちろん水を導くソフと呼ばれるよ こ穴である。

たて穴はよこ穴を掘るための補助的なものであり，水路としての機能には何

ら関与するものではない。模式図のチャ一群のなかにふたつき，ふたなしと

あるのは建設の際必要であったたて穴が，完成後は必要でなくなり，ふたを

かぶせてしまった結果で、ある。カレースが完成すれば，たて穴は年に一度の

修理のときを除いては不用となり，土砂の侵入などむしろ害を生ずるものと

なる。そこで，ふたといっても開閉自由なものではなく，容易に聞けられな

い構造になっており ，大抵は土砂に埋れてしまっている。

よこ穴，すなわち水路の勾配はわれわれの調査を行なったカレーズでは約

1000分の lであった。チャーのひとつひとつについて測量を行なうことは

できなかったが，それでも全体としてこの勾配は驚くほど正確に一様であっ

た。水路の勾配は，水量と流速によってかなり制約を受けるはずである。と

いうのもカレーズ自体は掘り っぱなしの水路であり ，コンクリートはもとよ
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りなんの補強もなされていなし、からである。いわゆるレスと呼ばれるこまか

い粒子の土が主体となって，それに玉石混請している地盤にあっては，水に

よる土砂の掃流堆積が問題となろう。土砂の掃流堆積によるカレースの破壊

を防ぐためには一定の流速を保つように勾配を決めなければならなし、。カレ

ーズの建設者たちは最適の勾配を経験的に知っており，それを忠実に守る技

術を身につけているのである。このよ うに水路の勾配に制約を受け，畑や住

居よりも高いところに地下水が得られなければならないといった地形的な制

約もあるため，カ レーズが建設可能な場所は非常に限られてく る。われわれ

が調査を行なったロ ーガル県はアフカニスタンとパキスタンの境をなすスレ

イ7 ン山脈の山麓にあた り，カ レース建設の条件に恵まれていたのである。

( 1 ) カレースの分布

アフカ品二スタンでカレーズと呼ばれる この地下水路は旧大陸すなわちユー

ラシア大陸とアフリカ大陸の乾燥地帯に広く分布している。 東（土中国の新彊

省から西はアトラス山脈の山麓まで，国々によってその呼称、は異なっている

が，原理，構造は全く同じものである。

分布の東端と考えられているのは，現在の新彊維吾児〈シンチャ ン・ウィグ

ノレ〉自治区，漢代の高昌国があった トノレファン盆地である。かの有名なタク

ラ7 カン砂漠を擁するターリム盆地と天山山脈北麓のズンガリア盆地に狭ま

れたこの小さな盆地はスリパチのような形をしており， その底部は海面下

238 m にも達している。このよ うな地形はカレーズの建設に適したものであ

り，また他の方法によっては水を得ることが困難であったと思われる。中国

ではこのト／レファン盆地の他には，いわゆるシルクロ ー ドのうちで天山山脈

の南側を通る天山南路の各地点にカレーズの分布を見ることができる。馬，

ロノイ，ラクターなどより他に頼れる交通機関がなかった当時にあっては l日の

行程は限られていたに違いなく， したがって宿場もそれに応じて一定の距離

内に存在していなければならなかったであろう。実際天山南路の地図を見る

と，われわれの想像通り ，宿場は一定の距離でもって規則正しく並んでい

る。タクラマカン砂漠といったきわめて乾燥 した地にあって，宿場，すなわ

ちオアシスが自然にこのように都合よく連な っていたのて’あろうか。そのよ

うに考えるには，連なり方の規則正しさはあまりに不自然ですらある。そし

て実際これらのオアシスのなかには人工のオアシスがかなり含まれているの



宮本：乾燥地の水（U) 111 

である。それらの人工のオアシスを支えていたのは，乾児井（K・an-erh-chig）と

呼ばれていたカレーズなのである。

シノレク ロードに沿い，現在はソ連のウズベク共和国に属しているフェノレガ

ナ盆地にもカレーズの分布が認められている。そしてウズベク共和国に隣接

するアフガニスタン，さらに南のパキスタンにもカレーズは存在している。

アフガニスタンのことをふれる前に，カレーズの呼名について少しふれてみ

たい。それというのもカレーズとL寸 言葉自体はペノレシャ語であり，後に述

べるようにカレーズ自体もペノレシャ起源説が有力視されている。しかしなが

ら，本家のイランでは，現在カナー 卜あるいはカ’ナー トといった，ア ラビア

語起源の呼名が一般に使われているのである。前に述べた中国での呼名，乾

児井にしても，もともとはカレーズの音訳であるとする説が強L、。しかるに

なぜイランではカレーズと L、う元来の呼名を使わず，カナート とし、う呼名が

一般的になったのか，その理由は明らかでない。

アフガニスタンのカレーズは西隣りのイランより伝播してきたものである

ことはほぼ疑いのないところである。われわれが調査を行なった付近の村々

では，伝承によると，人々は約1000年前にイランとの国境近いへラート地方

より移住してきたといわれている。そのとき初めてカレーズがこの地域に建

設されたとのことである。カレーズ自体の構造，建設の仕組，道具などもイ

ランのものとほとんど同じでらる。規模の大きさ，歴史の古さといった点で

はやはり本家のイランよりは一段と劣るように思われるのも致しかたのない

ところであろう。アフガニスタンでの分布の状態はつぎに掲げる第2図を参

照していただきたい。第2図に示されたように，中央のヒンズークシュ 山脈

より北側の地帯にはほとんど分布しておらず，南側の地帯に多く分布してい

る。この図では明らかではないが，ヒ ンズーク シュ山脈の北側では，小さな

河川が比較的密に存在しており，河川濯濃の可能な地域が多いのである。 一

方南側の地帯は図でみると L、かにも大きな河が流れているようであるが，流

域面積に比べその流量，いわゆる比流量などは北側の河川とは比較にならな

いほど小さく，濯獄可能な地域はほとんどないのである。 こういった水文学

的な河川の流況の違いが，南部と北部のカレーズ分布の最も大きな原因で為

ると思われる。

さてつぎにカレーズの本家本元と目されるイランであるが，さすがにここ
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第 2図 濯殺の現状およびカレース、分布

出所 La g岳ographiede I’Afghanistanによ る。

。． 主要芯市

島 河川及ひ刈IJ；ι制 I叫

・カレーズ分布地

にはその数も多く，規模の雄大なものが存在している。数はイラン全土でお

およそ 2～ 3万に及ぶものと推定されている。 1在j段面積の l/3がカレーズに

よるものであるともいわれている。カレーズ，イランでいうところのカナー

トが最もよく発達しているのは，イランのなかでも，ケノレマーン，ヤズド，

ナーインの各地域である。イスファハーンにあるカナー卜は世界最長のもの

であり，その長さは驚くなかれ90kmにも及んでし、るのである。東京から熱

海の近くまで至る長大な地下水路が存在しているのである。利用できる道具

としては，つるはし，シャベノレのたぐし、しかなく，それも 1人で作業するの

がようやくといった状態で，この90kmのトンネルを掘るには， どのくらい

の時聞がかかったものか，われわれには想像もつかない。水に餓えそれを求

めた人々の執念が，このようなとてつもない水路を掘り通したのであろう。

イランの西側になると， 卜ノレコ，シリア，レバノン， イスラエル， ヨノレダ
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ンなどにカレーズの分布がみられる。サウジアラビア，イラクなどにはほと

んど7存在しないようである。サウジアラビアなEのアラビア半島一帯ではお

もに地形的な面からカレーズが発達しにくかったのであろうと思われる。イ

ラクの場合はチグリス，ユーフラテス両河の思恵、が大きく ，カレーズを掘る

までの必要性がなかったのて、あろう。

アフリカ大陸に入ると， エジプ卜そして大サハラの北部一帯，アノレジエ

リア，モロッコなどにカレースが存在している。アルジエリア，モロッコで

フォガラと呼ばれているものが，カレーズのことである。大体以上述べてき

た国々がカレーズの分布している地域である。この他にも新大陸，南米のイ

ンカの遺跡等にもカレーズと同じような構造の水路が見い出されたといった

報告もあるには為るが，どの程度類似したものであるのか明らかではない。

まして旧大陸のカレーズとの関連となると，まだまだなにもわかっていない

ようである。

( 2) カレーズの起源

カレース引の起源については，前にも少しふれたようにペルシャ起源説が最

も有力視されている。そのほかにも，例えば中国などでは，中国起源説など

が主張されたりしたこ ともあるが，これはかはり居つばものである。いわゆ

る中華思想のなんでもかんでもわれわれが一番とする，無理があるようであ

る。定説がないとはし、ぇ，イラン起源が支持される根拠は，記録に残った最

古のものがアケメネス朝ペノレシャのものであるからである。もしこの記録に

残ったものがカレーズの誕生であったとすると，それは紀元前， 6世紀から

4世紀の聞である。しかしカレーズの誕生そのものは，もっと古いものであ

ったと考えられないこともないのである。

ペノレシャ起源を認めるとしても，その伝播には尚疑問が多い。ペルシャが

唯一の発祥の地であり ，そこから水の輸のごとく周辺に拡散していったとす

る一元的な伝播であったのか，あるいは各地で独自に開発されていたものが

後にペノレシャの進んだ技術を取り入れ発達していったと考える多元的な伝婚

であったのか。まだまだ調べられなければならない点は多く残されている。

2. カレーズのある村

われわれが，アフ カニスタンに出掛けた目的はカレーズの調査にあった。
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しかしそれは最初からカレーズの調査をするためにアフガニスタンを選んだ

というわけではない。たまたまアフガニスタンに行こうということになり，

それではなにか面白い研究テーマはないかと探して見つかったのがカレーズ

だったのである。研究テー？などというのもおこがましいくらいである。 あ

りていにいえば，われわれ，少なくとも行こうと言い出した最初のメンバー

にとっては，ともかくアフガニスタンに行くことが第ーの目標だったのであ

る。

しか しこれは，カレーズの調査が単なる名目にすぎず，調査の内実は観光

旅行であるといったことではなかった。一緒に行く者たちが皆学生で，まだ

学術調査とやらの素人ばかりであったので，ともかくも可能なところより行

動を開始すべきであると考えた結果からなのである。そこで現地に行く準備

とともにわれわれにできるものはなにか，なるべく特徴を生かしたユニーク

なものがないものかと模索したのである。するとあるとき，カレーズの研究は

いろいろあるが，カレーズそのものの実測図面がないということをある先生

より教えられた。 これはわれわれにとっては願ってもない機会であった。幸

い学科の関係で測量が少しはできる人聞が隊員のなかに 2人いたのてーある。

カレーズの一本ぐらいはまあなんとかできないこともなかろう，ひとつやっ

てみるかという気になったのである。世界で初めてという のも気に入った。

こうして目標土台が定まると，あとはつぎつぎに目標は膨らんでいった。

いざ出発のときがきてみると，隊員は 9名になっており，他のどんな学術調

査隊にも負けない，堂々たる名目を備えるに至ったのである。隊全体の目標

はカレーズ村落に住みこんでの農村の総合調査といった観を呈していた。隊

の構成も，カレーズそのものを測量する測量班，カレーズ濯殺によって成り

立っている農業を調査する農業斑，農村の社会構成を調査する社会班，そし

て謎に包まれた，男性には立ち入る ことのできない，家庭内での調査を目指

す女性班と，それぞれ2名ずつの小斑編成となったのである。

1967年， 6月初旬 7名の隊員が船で出発し，2名の隊員が飛行機でその後

を追し、かけた。海路アフガニスタンを目指した隊員たちは，おりからのスエ

ズ紛争によって，船の進路が変わり，インド大陸縦断といった予期せぬ大旅

行を余儀なくされたが，それでもカ ーフソレ集合日の 6月29日には予定通 り全

員元気ではつらつしとた顔を合わせることができたのである。
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第3図 ローカソレ地方カレーズの分布図

王カーブル

I 0 I 2 3 4 km 

f刊と拾
I Iカレーズと

つY Vューイ

全員が揃って，それぞれ農村へ住み込むための準備を開始した。そんな為

る日，なにはともあれ，皆でカレーズを見に行こうということになり，日本

で紹介されていたアブドウノレ・ムハ7 ッド氏の招待を受けることにした。彼

の出身地は，首都カーブールから40kmあまり南のローカツレ県にあり， 付近に

はカレーズがL、くつもあるという。そのうえ，彼の義兄はその辺り一帯の一

番の大地主で，われわれの調査に対していろいろと便宜を計ってくれようと
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いう。この好意ある申し出は，官僚国家，響察国家であるこの国の諸々の手

続きに忙殺され，調査地を決めかねていたわれわれにとってはまさに早天の

慈雨に等しかった。そこでこのカレーズ見学行は住み込み場所の下見をも兼

ねていたのである。

小型のランドクノレーザーにムハ77ド氏を含めた10人もの人聞をつめ込

み， ローカノレへと出発したのは 7月の半ばであった。ローカノレ街道はちょ う

どそのころ道路の舗装作業が行なわれており ，途中まではすし詰めの状態を

少しがまんすれば，まことに快調にラントクノレーザーは走り続けた。 沿道に

はポプラの若木やら桑の木が植ってお り， しばらくするとローカゾレ河が左手

に見え隠れに道路に沿って流れていた。途中舗装作業の現場で 1時間以上も

待ったをかけられたおかげで，村についたのは太陽がそろそろ西に傾きかけ

た頃であった。

お茶でも飲んでというムハマット氏の誘いを辞退 して，われわれはカレー

ズを見に彼の義兄の家より更に 2kmほど奥にあるノ、ナン ・カレースへと車を

進めた。ここローカソレ県マタガ一地区はローカソレ河に沿い細長く伸びた農村

地帯の一つの中心地， 日本で言えば郡の中心部落にあたるところである。カ

ーフノレに向かつて北上し，そこでカ ーブル河と合流し，更に国境を越えノぐキ

スタンに入ってインダス川となる。ローカソレ河は小さな河であったが，比較

的水量は豊富であった。このローカ会ル河の帯．状の濯綾地帯を，少し離れた山

麓よりの地帯にぽつり，ぽつりと村落の深い緑の影がし、くつか数えられた。

これらの村落がカレーズによって濯淑を受けている村々なのであった。われ

われが目指すハナンカレーズもそのような村落の一つであった。

カレーズの湧出口， ジュ ーイ ・チャーからは清列な水がこんこんと流れ出

ていた。水底に散った小石がきらきらと光り ，水はおくまで透明であった。

鮎に似たシュノレモイとし寸魚が人の影に！縫いて，スーとカ レーズのなかに姿

を隠す。水を手に受け口に含んでみる。冷たく心地よ い，喉がコ事クリと満足

気な音をたてる。アフガニスタンに到着以来，こんなにうま い水を飲んだの

は初めてである。カ ーブルでは上水道が普及しているが，水質（土硬度が高

く，生で飲むと少し異様な味がする。硬度の高い水を飲みつけていないわれ

われ日本人は，必ず下痢を起す。カ ーブノレ以外の街では飲み水は河川やンユ

ーイ の水である。濁りの多いそれらの水を大きな首の細い素焼きの水ガ、メに
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第5図 ハナン・カレーズ村平面図
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入れておく。 すると濁りがカメの底に沈でんすると同時に，素焼きの肌に水

がしみ出てきて蒸発してゆき，その際蒸発熱を奪っていく。そこで水カeメの

なかの水は透明で冷いものとなるのである。われわれにとってこの水ヵーメ の

水などは上等の部類に属していたのである。ひどいときにはつがれたコァプ

の底すら見えないほど濁りを含んだ水を飲んでいたのであった。 したがって

日本の山奥の渓流の水を思わせるカ レーズの水のどれほどおいし く感じられ

7、こことカミ。

ハナン ・カレーズは一本のカレーズに濯翫用水も生活用水もすべてを頼っ

た10戸ばかりの小さな村であった。家屋はアフガニスタンの一般的な農村風

に，背の高い土壁を周囲に回らせた 2～3階建ての平屋根のものである。 ひ

とかたまりとなった家屋群はさらに全体が土壁でかこまれており，その四隅

には望楼のように他の家屋よりは一段と高い塔がそびえている。アフガニス

タンの家々は，殊に農村地帯のそれは，農家というよりは要塞のように見え

る。われわれ他者は村全体の最初の土壁はくぐることができるが，各戸毎に

めぐらされたより高い，より頑丈な土壁には激しく拒絶され，その中に足を

踏み入れる ことはできなし、。これはなにもわれわれが外国人だからというわ

けではない。同じアフガン人であっても他者は一歩も入ることはできないの

である。逆に女性はこの壁のなかで一日のほとんどの時聞を過ごすのであ

り，壁の外にはめったなことでは出てこないのである。

カレーズの調査に当って，水が生まれそれが消費し尽されるまでを一応全

部とらえ調査しようとし、う意図がゐったため，村落の規模が問題となった。

日数，人数がごく限られたものである以上，われわれに調査できる範囲はお

のずと限定されてくる。しかし，標準サイズをはずれて小さなものであって

は調査そのものの意味が減殺されてしまう。 この問題はわれわれの各班のな

かでもくい違いを生じた。測量班はなるべく コンノぞク卜なカレーズ農村を望

み，社会斑はなるべく広い範囲，できるならば河川濯概とカレーズ濯級農村

の両方が比較調査できるようなところを望んだのである。そしてこのハナン

・カレーズは，幸いにも両者の希望をかなり満足させる条件を備えていたの

である。ムハ7 ッド氏の義兄が建築中の家を一軒そっくりそのまま利用させ

てもらえるのも有難かった。この家は家といっても40m×60 mもの広さをも

った矩形の敷地いっぱいに建て られた，中庭付のもので，外見はちょっ とし
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第 1表 スノレハーブ水系の諸カレーズと村落規模
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（工事中〉

た城のようなものであった。

調査は付近のカ レースを見て回ることから始められた。簡単なitl!J量道具と

電気伝導計を携え，水量と水質の測定も行なった。水量の点からは付近の 10

ヵ所ばかりのカレーズのなかで大体最低毎秒10I から最高 1001を越える範囲

に為った。ハナン ・カレー ズの20数 lというのはこのなかで最低から 3番当

りのものであった。 水質の点では伝導計はどこでも 同じよ うな値を示し，塩

類の含有は非常に少ないものと，思われた。 付近の村のなかには，ザノレグノレシ

ヤーノレ村といった 7本のカレーズをも ち， 1,000人以上も の人口を援するよ

うな大きなものもあったが，その他は 1村につき一つのカレーズとい うのが

標準で為った。

カレーズ探索のある日， われわれは山を一つ越えたダドウヘイノレ村を訪ね

た。夕、 ドウヘイル村にはカレーズの建設技師カレーズカンと呼（まれる人々が

住んでいるとい う話を聞いたからである。カレーズのような特殊な作業を要

求される仕事ではそれに携わる人々も限られている。 彼らは一つの村にかた

まって住み，その技術を代々伝えている ということはイランなどの報告書か

ら知っていたのである。同 じようなことがアフカニスタンにもあるとは思っ

ていたが，こんな近くにカレーズカンたちが住んでいようとは患ってもいな

かった。われわれには一つの期待があった。それはカレーズ建設の技術を，

それも伝統的な技術を彼らから教えて もらうことであった。特：こ，サノレ・チ

ャーの位置の決定と，水路の勾配をどのようにして一様に保っていくのかと

いうことについてである。ある報告書の図版に載っていた，水準測量のため

の器具などはなんとか実物を見たいものだと期待していた。
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第 6図 カレーメ掘りの道具
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ダ ドウヘイノレ村に着いて村の長老からカレーズカンの制度について話を聞

いた後，実際に彼らが，村のカレーズを修理中という ことなので早速その現

場に急いだ。村を出てlkmも行くと彼らの作業現場に到着した。 カレーズカ

ンは 4人が一組となり ，2人が地上の作業を 2人が地下での作業を分担して

いた。地上の作業はチャルフという巻き上げ機を使って人閣の昇降，掘り出

されれた土砂の搬出を行なうのである。 一方地下では 2人が交代でヤズガー

ノレと呼ばれる小さなランプの明りだけを頼りに土砂の掘削を行なうのであ

る。 カレーズの横穴は普通60～70cmの幅しかなく高さはせいぜいlm以内で

人聞が 1人かがみこんで作業するのがようやくといった大きさしかない。

実際に彼らの作業を見るにはまたとない機会でゐったので，彼らの許しを

得て穴の底へ降してもらう ことにした。チャノレフに結びつけられた太い縄に

つかまり20mばかり下降 して地底に降 り立っと，地上に聞いた穴が小さく見

え，そこ までは とてつもない距離があるように思えて くるのであった。 この

カレーズのよ こ穴は幅こそ60cmであったが，高さが2mもあって，身をかが

めたりせずに作業ができるようであった。作業は 1人が前にでてつるはしの

ような道具で土砂を掘り進み，も う1人が彼の後についていて掘削された土

砂をたて穴のと ころに運び皮のバスケットに入れる役目を担う のである。

地下の作業は，土砂が崩れた り通気の問題で常に危険をともな うものであ

る。 明 りと りの小さなランプは窒息を予防する意味もあるのだ。 地上の 2人

と地下の2人は適当な時間毎に交代するとの ことであった。

ダドウヘイノレ村での作業はカ レーズのクリ ーニングであり，新たに建設さ

れているものではなかった。 しかし，カ レーズカンの構成や道具立ては変わ

らないとのことであった。そして彼らが取る給料やその分配方法も同じであ

るとのことであった。彼ら 4人組の l日の給料は400アフ カ・ニー （lアフカ’ニ

ー＝約5円〉である。そのなかで200アフ ガニーが頭の取り分で，残る3人が

50アフガニーずつ取り ，残った50アフガニーを全員の食事代にあてるとい っ

たのが，給料の分配方法であった。 この分配方法は他の場所でも額は異なる

が同じ比率が用いられてお り，アフガニスタンでは一般的なものであると思

われる。 この400アフガニーといった額はアフガニスタンにあってはかなり

の高給である。普通の肉体労働者の 1日の給料は20～30アフガニーなのであ

る。 これはカレーズカンたちへの一種の技術料，危険手当が加味されている
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からであろ う。

ダドウヘイル村の付近では新たにカレーズを掘る場合は l日に 3～4m掘

り進むのが普通であるとし、う。そして 1本のカレーズを完成させるには 2～

3年かかるとL、う。 この辺りのカレーズが大体2～ 3kmの長さをもっている

ことから逆算すると以上の話はつじつまが合っている。給料と建設日数から

l；本のカレーズの建設費用を計算すると約30万アフガニー （約150万円〉とな

る。これはアフカ。ニスタンでは莫大な金額である。このことから，カレーズ

濯殺の持つ特殊性が出てくるのであるが，この問題に関しては後にくわしく

述べられよう。

このようにしてダドウヘイノレのカレーズカンたちからは貴重な情報を得た

のであるが，肝心の技術的問題に関しては期待を裏切られる結果となった。

一つはサノレ ・チャ ーの位置の決定であるが，これに関して彼らの答はさっぱ

り要領を得ないのである。われわれとしてもなにも魔術師の魔法の杖を期待

していたわけではなかったが，それでも彼らの水がこの場所で得られると断

定するとぎの原理くらいは知り得るものと思っていたのである。しかしこの

ことについては彼らよりもむしろわれわれの語学力に責任があったのであろ

う。もう一つの水準器については，彼らは今では日本でも普通にみられる気

泡入りの水準器を使っており，伝統的な道具は残っていなかったのである。

ダドウヘイノレ村から戻ったわれわれは，いよいよハナン ・カレーズでの調

査を開始した。測量のための杭打ちから始ったこの調査は約 1ヵ月を費 して

終了させなければならなかった。その間，下痢に悩まされ，炎天下肩にくい

込む測量器具がなんとも重く感じられたりしたことも全員何度か経験した。

あるときは補虫網をもっていたばかり に，村人達と険悪な状態となったこと

もあった。というのも補虫網を知らない彼らは，われわれがこれでカレーズ

の魚を獲るものと感違いしたのである。彼らはカレーズに住む魚には決して

手を出さない。魚を獲ると盲になるという 言い伝えもある。あるいはカレー

ズ内の魚は水草を食べ，カレーズの閉塞を防止しているといった合理的な説

明もある。どちらが正しいのか，あるいは他にまだなんらかの理由があるの

かはっきりとしたことはわからない。しかしともかく彼らはカレーズ内の魚

を大切にするのである。もし魚がはねて溝の外に跳び出ていたりすると，手

で摘んで水に返してやるのである。そこで大きなカレーズの湧出口では太い
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鉄管のような魚がひしめき合うといった状態を見る ことができるのである。

1ヵ月はやはり短いものであった。日程の関係で調査を終了しなければな

らなかったとはいえ，もう少し余裕があったならばと思われることもいろい

ろと山てくるのであった。しかしこれは現地調査の常であるようだ。後から考

えて足りなかったと ころが出てくるのはやむをえないことなのであろうか。

3. カレーズ，E濃の問題と将来性

カレーズ港紙の問題，特に地主水主制度などの社会的側面からの報告は，

別に項を改めて行なう予定である。

アフガニスタンのような乾燥地帯では，自然の降水による天水農業は不可

能である。なんらかの形で進級を行なわなければならなL、。そこでアメリカ

の援助によるへノレマンド河開発計画（HVA）のように現在ある河川の水をもっ

と有効に使用しようという計画が当然考えられなければならなL、。計画の進

め方，技術的にも社会的にも配慮、の足 りない点な どHVAに対する批判は多い

が，河川開発の方向としては誤ってはいなし、。穀物すらも輸入に頼っている

アフガニスタンにあってはまず第一に農業生産の安定を計らなければならな

いのは明らかな ことである。 この国の場合，土地はあり余るほど，未聞の部

分が多いのであるから，問題はそこに供給すべき水源をどこに得るかという

ことになろう。 HVAのよう な計画が考えられる必然性がそこにある。現在で

も河川の水はほとんど完全に利用し尽されているようにみえる。しかし近代

的な技術を用いればさらに多くの水源が確保て事きるのも事実である。それほ

どアフガニスタンの水利用形態が前近代的と言えるのであろう。そこで近代

的技術を駆使した，水源開発が考えられるわけであるが，技術的な函からだ

けでも考慮されなければならない点がし、くつかあるようだ。それは結局，乾

燥地といった自然条件に要約されるのではないかと思われる。 HVAの失敗だ

けではなく ，乾燥地における水源開発計画，ソ連の自然改造計画などが概し

て初期の目的を収められなかったのもその辺に原因があるのではなL、かと思

われる。現在の近代的技術というものが，アフカAニスタンのような乾燥地を

前提として育ってきたわけではないから，乾燥地に適用する場合ある程度の

欠陥が生ずるのも無理からぬことであろう。そしてこ の欠陥は必ず克服され

ることも疑いはない。ただ問題（土アフヵーニスタンの場合河川の有効利用だけ
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で解決がつくのか否かである。この問題については少々悲観的ならざるをえ

ない。しからばその後に考えられる水源と言えばやはり地下水ということに

なろう。 1.k量の点、からは河川をはるかに上回るものであることは間違いのな

いところである。ただそれを利用する技術が問題となろう。こういった観点

からカレーズの将来性が考えられなければならなし、。カレーズ自体の構造は

全く前近代的であり，カレースによって生み出された水の利用形態も決して

近代的であるとはいえなし、。したがって現在のままのカレーズをそのまま将

来において想定するのは無理なことであろう。しかし，前近代的であるとは

いえカレーズが現在も尚有効に稼働しているばかりでなく ，新たに建設され

つつあるといった事実が，将来の解決策についてなにがしかの示唆を与えて

いるのかも知れなし、。ともあれ，カレーズといった過去の人々の生活の知恵、

をわれわれはあらゆる角度から検討してみる必要があるのではなし、かと思わ

れる。

（東京大学西南ヒンドウ－？ ／ュ調査隊員，現＊京設計事務所〉
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