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まえがき

株式会社三蔵コンサルタンツは､社団法人海外農業開発コンサルタンツ協会の補助金を得

て､平成7年4月11日から同年5月1日までの21日間にわたり､エジプトアラブ共和国の

バハルシュビン地区及びエルボへイア地区における藩概排水施設及び水管理技術の改善と農

業･農村の整備に係るプロジェクトファインデイング､引続いてパキスタン回教共和国チョ

ウリスタン･リンガ-ル地区の農村総合整備に係るプロジェクトファインデングを実施した｡

エジプト国における農業生産の拡大は限られた土地資源のもとで合理的な作付体系と水管

理の改善を通じ単位収量の増大を図る｢垂直拡大｣と新規農地開拓･入相による人口増加へ

の対応､失業緩和､人口の地方分散を図るための｢水平拡大｣とに区分されるが今回の調査

地域はナイルデルタの中央部に位置し前者のカテゴリーに属する｡

調査地区はナイル川のダミエツタ分流からの取水を主水源とする既開発農業地域で､バハ

ルシュビン地区は､近年の新規開拓を含む約38万baの港叔農業地区､エルボへイア地区は

海底面積8万haの平坦な農業地域である｡

両地区の港概排水施設はかなり老朽化していること､水管理上の問題から藩政効率が極め

て低いこと､農産品の運搬及び流通過程での諸損失､農村水辺環境の整備等改善すべき点が

多い｡これらを総合的に検討し､その整備方針に基づいて事業の実施が早期に開始すること

が切望されている｡

一方パキスタン国の科学技術省では国土面積の14馴こあたる約1,100万haの砂漠地域で居

住する農民と良好な土地を有する地域農民との諸水準の格差を少なくするため､同省傘下の

パキスタン水資振研究評議会(pakistanCouncilofResearchinWaterResources)のバハワル

プール地方事務所を中心に｢植生による砂漠の安定化｣を中心とした実用試験研究が行わ

れ､事業化への明るい研究成果が発表されている｡

日本政府はパキスタン政府の要請に基づき平成6年8月同国へ砂漠研究協力に関連した諸

事業の動向を調査するため短期専門家を派遣し､試験研究の概要を調査し､事業化-の可能

性を確認した｡

(樵)三蔵コンサルタンツは同上の成果を踏まえ､事業計画の策定及びパイオニア事業の内

容等を調査･協議するため今回､チョウリスタン砂漠内に設置されているリンガ-ル試験場

を中心に調査した｡



事業の構成要素は植生による砂漠移動の停止と定住圏の建設､農牧業中心の農村開発で既

存リンガ-ル試験地を中心に約15,000haのモデル農村を建設するものであるo

本調査の実施にあたり､多大な支援を賜ったエジプト及びパキスタン両国の農林水産省､

派遣専門家､日本国大使館に深く感謝の意を表すとともに今後､本計画が､それぞれE]本国

政府の技術援助と経済協力により早期に樹立されることを期待します｡

平成7年5月

株式会社 三筋コンサルタンツ

取締役社長 渡 辺 滋 勝



国名:エジプト 案件名:ハパルシュビン地区及びエルボヘイア地区水管理及び

農業環境改善事業
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l. エジプトアラブ共和国バハルシュビン地区及びエルボへイア地区水管理

及び農業環境改善事業

1.1調査地域の概要

1.1.1調査の背景

(1)国家経済と農業セクター

エジプト国の国土面積は約200万km2であるが､ナイル川の水資源を原点とする生活定住

圏は河川沿いの地域及びナイルデルタに集中し､全体の96%iま砂漠地域に属しているoエジ

プト国の人口は約5,600万人(1990年)でそのうち約55%が農村地域に居住しているが1960

年代の62%から比べると減少傾向を示し都市集中が進んでいる｡

国家経済の基幹は公共サービスを含むサービス分野がGDPに占める割合は約50%､次い

で工業部門30%､農業部門20%である｡ 1990年の政府の経済改革基本大網に基づいて､自

由経済政策の導入､総合経済改革と構造調整が実施され､計画経済から自由経済への移行､

地方分散型市場経済環境等べと徐々に且つ､着実に進行しつつあるo

エジプトの農業､とりわけナイルデルタ地域では土地生産性に富み土地の高度利用と恵ま

れた農業気象条件､市場性等の潜在的発展の可能性を有しており､集約的な農民-の農業普

及サービス､収穫後処理技術及びマーケッティング-サービスの改善等に■関する指導を行う

ことにより飛躍的な農業生産及び収入の拡大が可能である｡ 1980年代後半､農業開拓省は次

の諸点を中心とする農業改革を実施し､水資源開発分野を除いて､徐々にではあるがその成

果が発現されている｡

一 作付作物の統制撤廃､農産品価格の自由化

一 農業生産資材に対する国家補助制度の廃止

一 国有地の払い下げ促進

一 綿､砂糖キピ等主要農産品の貿易の自由化

(2)農業用水源

エジプト農業の近代化が進む中で､市場型自由経済への移行に伴う諸問題とともに開発の

阻害要因となっているのが水資源の効率的有効利用の問題である｡エジプトの主要水資源は

ナイル川のみで､匡l際協定に基づくナセル湖(アスワンハイダム)からの年間放流可能量は約

555億トンであり､将来の水常夏の増加に対しては基本的には域内での水の有効利用と農業
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排水の再利用である｡地下水の利用は現在26億トン程度で､主として飲料水､工業用水等に

利用されている｡

特に農業内部での問題として､末端メスカシステムの改善と農民自身による水管理技術の

向上により､現在無効放流されている水(末端用水路から排水路へ或るいは夜間無効放流)の

軽減とそれらの水の新規開発地域-の転用が最も重要な課題となっている｡

現在エジプト政府が実施している農業生産拡大に対する基本的な考え方として1)同一地

域での垂直的生産拡大､即ち農業栽培技術の向上､生産物の付加価値の付与等による単位収

量をいかに向上させるか､ 2)人口増加対策の一環として未開拓地-の入植による水平的生産

拡大等があるoこれら新規開発地域への用水供給のため農業排水の再利用と上記の末端施設

の改善､水管理技術の向上は極めて重要な施策として位置づけている0

1.1.2 調査対象地域の概要

(1)バハルシュビン地区

当該事業地区はナイル川のダミエツタ分流の下流部左岸に位置し､カフェル.シェイク

州､ダカリア州ダミエッタ州及びガビリア州に広がる総面積約38万ba(88万フユダン)の大

農業生産地域である｡

地区の用水源はダミエツタ分流のジフタ堰からの取水を主体とし､一部はダミエツタ分流

のバラモン揚水機場及びカフ･サード揚水機場の他ナイルデルタ堰よりメノウフイ･ラヤ幹

線用水路の末流から供給され､既耕地の港概の他地区北部の新規開発地の港概用水に利用さ

れている｡

地区の排水は港概余剰水及び農地の地下排水に区分されるが､前者は地区の中央を流下す

るジフタ幹線排水路と東部地区の幹線排水路により地中海に排除している｡後者は受益地の

南部地区約3%が完了しているが北部地域は今後の実施が待たれている｡この地域の排水は

地中海水位との関係から14ケ所の排水機場により幹線排水路に揚水された後､自然流下で海

に排水している｡

地区の農業は北部の新規開発地域を除いて､年2作の高率土地利用により安定した農業生

産をあげているoしかし乍ら､各農家の農作物生産の量･質と近隣市場での需要量･売渡し価

格等の較差､変動が大きく改善すべき点が多い｡
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(2)エル･ボへイア地区

この地区はナイル川のダミェッタ分流の下流部右岸に位置し､ダカリア州南部に展開する

総面穂81,500ba(194,000フユダン)の農業地域である｡

地区の用水源はナイルデルタ堰より取水したナイル川の水が主体で､タウフキ･ヤラ水路

の末端部で分水したボへイア用水路及びタウフキ･ヤラ幹線用水路より直接分水した後各支線

用水路により農地に藩政用水を供給している｡

地区の排水は､バハル･シュビン地区同様､地区内各排水ブロック最下流に設けられた排

水機場及び自然排水路を通じてバハルエルシヤガット幹線排水路により地中海に排除してい

る｡

地区の解決すべき最重要課題は受益地の50%以上の地区がマンシューラ幹線用水路より

直接分水されており､これら各支線水路系での水管理が完全でないため上流では過剰港概､

下流部では絶えず水不足に見舞われている現状である｡

1.2 地域の自然条件及び濯激農業の茸況

1.2.1気象及び自然条件

調査対象両地区の気象はマンシューラ市に代表される如く年間を通じて大きな変動はな

く､温暖で日照時間の長い作物栽培に適した気候である◇マンシューラ市の気象の概況は次

のとおりである｡

項目

1.気 温

最 高(oC)
最 低(oC)

2.相対温度(%)

3.降雨量(mm)

4.平均日照時間(hr/日)

8

7

2

7

2

8

9

0

1

3

1

5

1

1.2.2 土 壌

地域の土壌はナイル川の氾濫によって堆積した沖積土で､肥沃に富んだ一部砂層を含む粘

土層で構成されている｡地表部の電気伝導度は0.1m仏ourであるが深度を増すに従って1.0

m瓜ourと増加するo地下排水(暗渠排水)施設が施工されていない大部分の地域の地下水位は
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概ね地表下0.9m程度である｡当該地域の暗渠排水は概ね30%が完了しているが北部地域を

含め70%が未完了の状況で農業生産に影響を及ぼしている｡

1.2.3 農業の概要

調査対象両地区の代表地域である､西ダカリア(バハルシュビン地区)及びタウフキ･ラヤ

(エルボへイア地区)地域の作付状況は次のとおりである｡

西ダカリア

(単位;フェダン､ %)

タウフキーラヤ

麦
警
菜
花
稲
〃
樹
棚
計

小
豆
牧
野
綿
水
メ
果
そ

1

2

3

4

5

6

7
.
8

9

0

0

0

0

0

0

0

0

6

2

6

2

9

9

4

2

1

5

1

8

1

ー
ヽノ

ー
ー

7

3

5

5

2

ー
4

(

【HIU

iH】■ロ

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

1

1

′

_′
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∫

7

8

2

0

7

3

1

1
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ー
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0
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8

ウ〟

4

2

n
■
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川
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0

0

0

0

0

1

9

9

0

7

5

1

42

日u

l【■ー1b

】‖.ー1u

4

1

0

(
(
0

1
′

ー

0

0

0

0

0

0

1

4

1

0

3

9

ー

82

28,000

44,600

102,000

(4) 10,800

(3) 1,300

(87) 186,700

68,400

7,100

97,200

5,700

ヽノ

ー

ー

ー

6

4

0

3

3

ー

5

ー

ー

′l

ー

ヽ
′
.

ー

6
.
1

0

(
(
0
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0

0

0

0

0

0
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2

9

0

1

9

1
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3

4

6

1

9

1
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5

ー

(9

E
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円u

対象地域の農作物は上記のとおり年2作で集約的な栽培が行われている｡主要作物は夏作

では水稲及びメイズ､冬作は小麦及び牧草が一般的で重要な換金作物として綿花及び野菜が

ある｡

一方､大部分の農家では水牛､肉牛､ロバ等の飼育が行われており､主要な蛋白源を供給

するとともに､農産物の運搬･農耕の用にも供されている｡

地域内の農業生産の一般的傾向として､水路の上流部の農地では､港概用水の供給が不規

則となるため農民が過剰藩政する傾向にあること､農地の不陸及び病虫害防除等が不完全で

あるため収量水準が高くない｡又水路の下流部の農地では､用水不足或るいは適宜藩叔が出

来ないこと､一部で高濃度の塩水を再利用していること等から前項と同様の傾向がみられ

る｡

1,2.4 濯浩排水システムの現状

既存の産概システムはナイル川の水を主水源として取水堰､幹線･支線及び三次用水路と

農民管理の末端揚水施設によって構成されている｡一般に当該国での用水路の水位はナイル
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川の水位､水路損失水量を軽減する目的等から周辺農地より低位に保たれているため末端水

路(メスカブロック内)でポンプ揚水が必要となる｡

地域の代表的な港概方法は各水路毎に輪番藩政方式を採用しており､ 4月-10月の夏作で

は5日連続藩政､ 5日中断の2輪番システム､ 11月-3月の冬作では5日連続藩政､ 10日中

断の3輪番システムを採用している｡

この様に過去の経験から現地に適した高庇手法を用いているが､幹線は原則として連続通

水､支線及び3次水路は間断通水､末端ポンプ(個人)は昼間主体となっているため､これら

の相互間にギャップが生じ排水路等-の無効放流が顕著である｡又末端揚水施設も動物によ

る揚水(サキヤ)から比較的大型のポータブルポンプ揚水となり用水の均等配分が困難で且つ

運転経費節減を含めメスカシステムの抜本的改善が必要となっている0

エジプト政府はUSAID等の技術援助を受けて上記システムの改善を図るためパイロット

地区を設け､各メスカシステム(50-100ba)単位で小用水路を建設しその最上流端に一括揚

水出来るポンプを設置し水管理の合理化を図ることとし､良好な結果が得られたとしてその

事業化を進めている｡

一方当該地域の排水システムは3次､支線､幹線排水路へと集水された地表余剰水と地下

排水の一部が各排水ブロックの最下流端に設けた排水機により基幹排水路或るいは地中海等

へ直接排水される｡

排水路の一部は土砂の堆積或るいは水草等により通水阻害を生じており､維持管理方法を

含めた改善が必要である｡又適切な農業生産を得るため過剰地下水及びその地下水位の低下

を図り過湿及び塩分集積を軽減するため暗渠排水事業の実施が望まれる｡この地域のこの種

事業の進捗は他地域に比べてかなり遅れており､その促進が強く切望されている｡

尚､図-1及び図-2に両地区の現況用水系統模式図を添付した｡

1.3 地区別の問題点と改善対策

1.3.1バハルシュビン地区

(1)港概用水

当該地区の用水源は既述の如く､大部分をダミエツタ分流に依存し､一部を地区内からの

農地排水の再利用で賄っている｡これらの用水は主として既耕地に対するものであり､地区
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北部の新規開発地域-の用水供給計画が緊急の課造である｡これらを明らかにするため次の

問題点を検討する必要がある｡

Zi允a堰からAbassiRayah水路への取水量及びMenourlRayah水路末端での下流

への放流量､ Balamoum及びKaL'rSeed揚水機からの取水量の評価

既耕地及び新規開発地別の適正作付計画に基づく対象地域の藩政用水と他種利水

を含む水需要量の算定

農地排水の再利用評価を含む全域の水の需給バランスと必要な水源対策の提言を

行い用水不足の解消を図る

関連する3州の水管理機構の整備と水配分の適正化の検討

(2)港叔排水施設

ー バハルシュビン幹線用水路の調整堰及びその支線用水路始点の分水ゲートの改修

と水路断面(法面保護)の部分改修

三次水路及び末端水路等からの各農家の個別揚水システムを廃止し､メスカシス

テム内に適切な末端水路施設とその上流端に共同ポンプを設置し､用水利用効率

の向上とポンプ揚水管理費用の節減を図る

- 水路内流下物及び水草等通水障害物の除去及び処分方法の検討

一
水管理技術の改善及び用水の適正配分を行うための末端水路網の拡充

一 過正な地下水位の管理と過湿防止のための暗渠排水事業の促進

(3)農業普及活動､収穫後処理施設の改善

ー
当該地域の農業特性(気象､土地､市場条件等)に合った栽培作物の調査及び評価

と農民意向を考慮した奨励作物の検討

自由経済システム移行に伴う市場構造の変化と個々の農家が可能な限り安定した

収入が得られる営農､栽培等を指導･調整する農民組織の確立(農協)

末端メスカシステムの改善に伴う水管理組織(農民組織)の設立､指導､育成

各種農産物の集出荷及び選果設備､保冷施設等の導入による商品損失の軽減対策

の検討と付加価値商品生産の奨励

(4)農村環境の整備

ー 当該地域の居住地は道路併設型水路の周辺に集中しており､人畜排他物と用水と

の分離を図る住環境整備の検討

一 農業用資機材及び生産物運搬用農道の整備拡充
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農村生活の改善及び活性化を図るための婦人の生活環境改善センターの設立及び

活動

1.3.2 エル･ポヘイア地区

(1)藩政用水

当該地区の藩政用水源は主としてデルタ堰より取水し､タウフィキ･ラヤ幹線用水路によ

り導水されているが､その受益地域が同水路の最末端部に位置するため水管理上､種々の問

造を含んでいる｡これらの間道を解決し､農業の生産性を拡大するため次の諸点を検討する

必要がある｡

一 当該地区の用水源に関連するタウフィキ･ラヤ幹線用水路､同導水路､及びマン

シュラ幹線水路掛かり受益地の作付体系､用水量の見直し及び用水系統別用水量

の算定

一 当該地区の用水不足の原因を要因別に分析し､前項の用水計画の中で改善すべき

点､或るいは新規水源の開発の可能性等の検討(排水の再利用を含む)と再配分計

画の立案

(2)港概排水施設

一 夕ウフィキ･ラヤ及びマンシュラ幹線水路沿いに設置されている各直接分水施設､

エルボへイア幹線用水路の分水ゲート及びミートガマ-ル堰等の機能調査と改修

計画

一 水路の断面整形及び法面保護工の建設

一 分水機能が著しく不均衡な地区への三次水路或るいは副水路の新諺

三次水路及び末端水路からの各農家の個別揚水システムを廃止し､メスカシステ

ム内に適切な末端水路施設とその上流端に共同ポンプを設置し､用水利用効率の

向上､ポンプ揚水等維持管理費の節減を図る｡

- 水路内流下物及び水草等の通水障害物の除去及び処理方法の検討

一
過切な地下水位の管理と過湿防止のための暗渠排水事業の促進と排水システムの

整備
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(3)農業普及活動､収穫後処理施設の改善

一 当該地域の農業特性(気象､土地､市場条件等)に合った栽培作物の調査及び評価

と農民意向を考慮した奨励作物の検討

一 自由経済システム移行に伴う市場橋造の変化と個々の農家が可能な限り安定した

収入が得られる営農､栽培等を指導･調整する農民組織の確立(農協)

- 末端メスカシステムの改善に伴う水管理組織(農民組織)の設立､指導､育成

一 各種農産物の集出荷及び選果設備､保冷施設等の導入による商品損失の軽減対等

の検討と付加価値商品生産の奨励

(4)農村環境の整備

一 当該地域の居住地は道路併設型水路の周辺に集中しており､人畜排壮物と用水と

の分離を図る住環境整備の検討

一 農業用資機材及び生産物運搬用農道の整備拡充

一 農村生活の改善及び活性化を図るための婦人の生活環境改善センターの設立及び

活動

1.4 事業計画の概要

1,4.1事業の概要

前項で述べた両地域の問題点と地域農業開発の阻害要因を明確にし農業構造の改善､土地

基盤整備及び農村環境を改善し地域の活性化を図るため概ね次の事業を計画実施する｡

一 両地域に係る農業用水源の有効利用を図るための水配分計画の見直しとそれらの

合理的な運用を行うに必要な施設の改修或るいは新設

一 既存用排水施設の機能復旧､適正水管理を行うための施設の改修

末端メスカシステムの改修と水管理の合理イヒによる港概効率の向上(無効放流の軽

減)

暗渠排水事業の実施促進

農業生産物の加工処理･市場流通施設の導入整備

農村コミュニティセンターの建設と農民･婦女子の諸教育

農村環境の整備(特に居住地域水辺環境の整備)
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1.4.2 事業計画の立案と実施

前項に述べた事業要素を骨子とする総合的な事業計画を立案するために次に述べる調査を

早急に実施する必要があろう｡

- バハルシュヒ-ン地区を優先して調査を実施する｡

一 調査及び事業実施の工程は次のとおりである｡

(1)地区全体を包含した開発整備のマスタープラン策定

(2)優先地域の事業実施計画･妥当性調査

(3)モデル地域の事業実施と技術協力､農民指導

(4)地区全体の施設改良事業の実施

1.5 総合所見

本事業では施設の更新･改修と併せ水管理システムの合理化による水利用効率の向上を

図っていくものとする｡事業地区内には新規開発の農地も含まれており､これらの農地を含

めて水利用の効率化を推進していくことは､エジプト国の農業政策の柱の一つである｢水平

的藩概農地の拡大｣にも十分整合する計画となる｡

更に､農業生産を向上するために､大型機械の導入等による営農面での改善案や収穫後の

処理施設を設置するといった､多面的かつ総合的な計画を樹立するための調査とこれらに関

連した技術協力の実施が強く望まれている｡
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図-1 バハルシュビン地区関連用水系統図
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固-2 エルボヘイア地区関連用水系統図
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2.パキスタン回教共和国チョウリスタン･リンガール地区農村総合開発事業

2.1調査地区の概要

2.1.1背景

パキスタン政府は第8次5ケ年計画において辺境地域住民の民生の安定と地域格差の是正を

図るため半乾燥砂漠地域に対する定住圏確立を目指し各種の検討が加えられている｡

国内総生産(GDP)の25%､労働人口の半分を占めている農業部門はパキスタン回教共和

国(以下｢パ｣国と称す)の経済にとり重要なものである｡食料増産､農村における雇用の増

大を通しての農村地域の民生安定のため乾燥及び半乾燥地域の開発が重要な課題となって釆

ている｡

｢パ｣国の絵面積は79.6百万baで､その内27.7百万baが農地及び可耕地で残り51.9百

万haが山地､砂漠等の非農地である｡特に河川水により開発された地域に隣接する沙漠を

植生により安定化し､牧畜を中心とする農村定住圏建設のための基礎研究が進められ､その

実証段階にまで至っている｡チョウリスタン沙漠内に設置されたリンガ-ル試験場ではすで

に実証を終わりモデル農村建設の段階にありこれらの事業化に対する技術経済協力が待望さ

れている｡

2.1.2 砂漠化防止対策研究の現状

｢パ｣国の乾燥及び半乾燥地域の内には､次に示す砂漠地帯が含まれている｡

砂漠名 州

Tbar シンド

Cbolistan パンジャブ

Tbal パンジャブ

Chagi-Kharan ハルテスタン

Others

計

面積(ba)

4,300,000

2,580,000

2,300,000

600,000

1,220,000

ll,000,000

｢パ｣国連邦政府及び各州政府は､水資源開発､乾燥地の研究･開発及び砂漠化防止研究

等のため設立した機関の主なものは次のとおりである｡

1)科学技術省関係

- パキスタン水資源研究会議本部(イスラマバード)

一 同パフアワルプール地方事務所

一 同クニッタ水資源研究センター
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2)教育省関係

- チョウリスタン砂漠研究所(イスラミヤ大学､パフアワルプール)

3)農業省関係

一 乾燥地域研究所

(AZRI =Arid Zone Research institute, Quetta,パキスタン農業研究会議)

4)パンジャブ州関係

- チョウリスタン開発庁

(Cholistan DevelopmentAnthority, Bahawalpur)

5)バロチスタン州関係

一 森林局及びムスタン砂漠試験地

これら機関の内､砂漠化防止対策にむけて指導的役割を果たそうとする｢パキスタン水資

源研究会議パフアワルプール地方事務所｣の実用化試験の研究成果が最も進んでいる｡その

概要は以下のとおりである｡

一 日的

･砂漠化のプロセス､監視､地図化､自然資源の研究

･砂漠化防止対策として､農業生産を支える技術開発

土地の劣悪化の修復､自然資源の劣悪化のチェック

水資源開発､利用､研究

雨水､地下水等住民参加の利用､運用システム

地域特性を生かした水利施設の建設

･地下水の揚水用の風力､太陽エネルギーの開発と研究

- チョウリスタン地域の地図完成と調査レポート完成

2,600,000ba､地上測量､ランドサットデータ一便用

植生の範囲と植種分類

レポートはPakistanDeserti丘cationMonitoringUnit(PADMU)によってまと

められ､水資源､家畜､植林､塩類土壌の開拓･開墾､土壌保全､放牧管理等

へのアプローチ

パキスタン国の砂漠化の大きさ

パキスタン国全土の砂漠化進行情報及びその資料は揃ってないのでPADMUは

資料収集に向け活動を実施している｡

-13-



土壌の詳細､気象

港概と水資源

港概と塩類化

1977年uNDPは世界の砂漠化地図を作成したoその中で砂漠化の要素(植生､

風と水浸食､藩政と塩類化)を地図の中で表した｡

チョウリスタン地方の雨水利用

チョウリスタン平野の約17%iま高塩類一粘土質土壌である｡この土壌は港透が

比較的悪く地表に溜まって蒸発するか低位部に湛水する｡年間10b-200mmの降

水量の中で約10%が利用可能であるとされている｡チョウリスタン地域のデイン

ガール地区で実験ポンドを作った｡ポンドの大きさはo･8ミリオンガロン(3,640

m3)で住民の飲料､家畜､植樹15エーカーに港概している｡

植樹用の雨水と地下塩水

植林は同国では経済開発と環境保全の観点から重要な役割を果たす｡木樹は板

材､家具､紙等､多方面の利用が多い｡造林はどんな地域の中でも土壌と水管理

が生態系の安全と環境保全に必要なものであるo PADMUでは雨水と地下水によ

る各種の耐塩性の植樹をデインガールの砂丘地で実験中である｡主な樹木種は次

のとおりである｡

ユーカリ､アカシア､タマリスク､パルキンソニア

イピールーイピール､プロソロピイス､デイスパス

砂丘の固定と安定化

風食は同国の砂漠(砂丘地)の中で重要な問題であるo飛砂と砂丘の移動で肥沃

な港概農地に被害を及ぼしているo飛砂の方向にある農地･放牧地及びその地域に

ある道路､港概用水路等はその機能を低下させている｡
PADMUは標題に対し

て､砂地と砂丘に碁盤目(チェスボードパターン)に植樹及び幕生を施し､風力を

弱めて砂を落下させている｡

デインガール試験地では30種のオーストラリア産の放牧用(アトリフレックス)

種を地下塩水を利用して育てているoこれら雑木は冬期の放牧用として利用さ

れ､家畜の藩政用地への浸入を防ぐことに役立っているoその中でジョジョバ種

はチョウリスタンのデインガール試験場で良好に育っている｡

気象観測とその他

1989年に初めてチョウリスタンの気象観測が始めれれた｡その項酌ま､気温､

降水量､風速､湿度等である｡又､砂丘地域の風食の程度を計測するためにサン

ドトラッパーを現地に備えている｡
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研究事業のプログレス

地表流の保全･管理研究

日々に増加要求しつつある食糧､ミルク､食肉､家畜餌料､燃料等の問題解決

のために乾燥地を開発しなければならない｡しかし､藩政用水に利用出来る地表

水は少なく､地下塩水を淡水化して､使用しなければならない｡同国の約14%の

面積は砂漠地域であり､水資源は雨水と全て地下水(塩水)である｡これらに対応

するための研究開発は概ね次のとおりである｡

雨水の利用と集水方法

･ 水の運用口スの最小化

雨水利用の流域管理

･乾燥地域における経済的な水利用施設の計画設計

2.2 地域の自然･社会状況

2.2.1位置

チョウリスタン砂漠はパンジャブ州南部に位置しインドのラジャスタン砂漠､ ｢パ｣国シ

ンド州Thar砂漠にまたがる広大な砂漠の一部である.このチョウリスタン砂漠はSutleJ･)ll

とIndus河及び01dHakra河のトレースに囲まれた北砂漠とその南に広がる南砂漠に分けら

れ､その全面積は258万baである｡

2.2.2 自然条件と気象

(1)気象

チョウリスタンの気象は､高温少寡雨地帯で､ ｢パ｣国の内も最も乾燥した地域の一つで

ある｡年平均降雨量は西部の100mm以下から東部の200mmに分布しており､通常降雨は

7月-9月に集中している年間平均気温は27.4oCであるが夏季(5月-9月)のそれは34.9oC

で最高気温は50oCに達する｡チョウリスタンの中心地であるデインガールの気象データは

次表のとおりである｡
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ディンガールの気象

月
温度

最高 最低

1 25.41 6.93

2 27.67 9.43

3 33.07 13.61

4 38.75 16.69

5 44.10 25.27

6 45.89 28.53

7･ 42.34 29.53

8 40.28 28.55

9 37.45 26.09

10 36.09 17.96

11 31.71 12.58

12 25.64 8.86

平均 35.44 18.91

相対湿度 風速

平均 Ⅰ ⅠⅠ ⅠⅠI km/日

17.57 53.90 34.82 40.94 96.67

18.55 61.83 34.03 41.31 140.86

23.34 59.49 34.99 44.20 195.57

29.22 54.47 31.19 42.57 137.10

34.68 46.77 29.32 37.09 246.00

37.21 50.75 30.55 32.46 270.67

35.93 62.41 37.55 43.28 260,45

34.68 70.44 49.83 56.83 186.70

31.77 74.82 52.37 57.18 120.29

27.02 57.50 36.52 43.20 115.30

22.14 64.70 50.37 55.34 20.73

17.25 70.19 38.42 52.37 80.67

27.44 60.51 38.00 45.56 161.76

蒸発量 降雨量

mm/日 mm

3.06 10.60

4.66 16.10

7.82

ll.39 10.73

18.00 10.46

15.86 6.13

14.54 20.45

ll.35 46.10

10.93 76.35

7.37

4.90

3.00 3.00

9.42 200.10

備考

チョウリスタンの土壌の分布は､次のとおりである｡

面積
(1,000 ba)

砂丘

砂質土

壌土
塩基化シルト

pH

8.0-8.5

8.0-8.5

8.0-8.5

442 8.5-10.0

(3)植生

チョウリスタンの植生は､非計画的な人的活動(タキギ等に使用)及び過放牧により､甚だ

しく影響を受けており､その再生は大変困難である｡チョウリスタンの植生は､次表のとお

り分類される｡

相生被覆

良好(20-50%)

普通(5-20%)

稀薄(5%以下)

計

525,000

1,613,100

441,900

2,580,000
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2.2.3 地域の社会･経済状況

(1)人口

チョウリスタンの人口は97,000人(1991)でその殆んど95,000人(98%)は北チョウリスタ

ン地域に住み､残り2,000人が南チョウリスタン地域に住んでいる｡

(2)土地

チョウリスタン砂漠の土地は全て国有地で森林局が管理している｡しかし､この砂漠地域

北緑の既開発地の藩政農地は15年から20年契約で個人に貸し与えられる｡土地使用料は当

初が年間4-20ルピー/エーカー最終年が100-300ルピー/エーカーである｡ 1991年12月

現在約97,000baの借地契約が結ばれている｡

(3)教育

チョウリスタンの修学年は非常に低く成人した女性の殆んどは文盲といわれている｡チョ

ウリスタン地域には約127の学校がある｡その内容は次のとおりである｡

5

5

9

6

3

3

4

2

2

1

0

8

1

1

127 (112)

2.2.4 農業インフラ整備状況

チョウリスタン砂浜の西緑地域はPaI由ad川より導水した用水により港概農地があるがこ

れらの地域より南東の地域では農地としての利用は殆どなく､速牧民による畜産が主体で､

局所的に家畜用の飲雑用水井戸(塩水)が点在する｡チョウリスタン開発公社による開発地域

では港概用水､農道､電力､水道､村落､建設等の整備が行われているがその外縁(即ち調

査対象地域のチョウリスタン砂漠)では殆んどこれらの整備は行われていない｡
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2.3 事業の概要

(1)事業化の目的

事業の主目的はPCRWRのデインガール試験場に於ける研究成果(雨水の利用方法､耐塩

性樹木の選定､防砂林技術等)を基とする実証農村を建設する事である｡

実証農村は､試験場の拡充､拡大及び入植を伴うので第1段階として実証農村の1/4-

1/10の規模のパイロット実証地区を建設し､砂漠開発技術を確立する｡その技術を基に適性

規模の実証農村を建設する｡この実証農村の建設と連用を拡大し､後進地域の活性化と農牧

業の振興を図る｡

(2)事業実施機関

チョウリスタン開発庁及びその他関係機関

(3)事業の内容

開発予定地(図-3)及び開発計画図(図14)に示した如く､既存のリンガ-ル試験場を核と

して概ね15,000ha規模のモデル実証農村を建設する｡その基本構想は概ね次のとおりであ

る｡

a)開発面積

総面積

公共用地

試験場

農地

部落入会林
宅地

クリーンベルド

開発部落数

入棺家族数

b)水資源開発

雨水集水池

深井戸

淡水化施設

15,000 ba (15.OkmxlO.Okm)

3,600 ba

1,400 ha

800 ba

7,000 ha

200 ha

2,000 ha

4 villages

400払mi1ies (100 families/villages)
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c)農村インフラストラクチャー開発

道路

電気

水道

その他(学校､モスク､集会場等)

d)森林開発

e)農業及び畜産開発

2.4 調査及び実施

前述事業化の目的に沿った調査及び事業の実施内容は､次に示すものとなろう｡

① 実証農村の規模､内容等をスタディするフィジビリティー調査

② 実証農村内のパイロット実証地区の選定､規模等に係る基本設計

③ パイロット実証地区の建設

④ パイロット実証地区のモニタリング

⑤ 実証農村の建設(15,000ha)

⑥ チョウリスタン砂漠の開発地域の拡大

2.5 総合所見

本計画は､チョウリスタン砂漠開発を既に研究開発された技術を基に､事業を実施し､そ

の成果を実証しながら段階的に拡大しようとするのである｡砂漠の安定化､実証農村に入棺

する事となろう地域住民の民生安定等の観点から重要な開発計画として位置づけることがで

きる｡

今回の調査を通じパキスタン改府から､既述の実証試験成果と開発基本計画に基づいてそ

の事業化のための技術協力と一部事業の実施に係わる経済援助等が切望された｡
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3.添付資料

3.1調査団の構成と調査日程

調査団はエジプト及びパキスタン両国の調査を継続して実施するため次の構成で調査を行

いその調査日程は次表のとおりである｡

(1)調査日

調査団貞

遠
誠
達

脇

田
藤

門
飛
近

エジプト パキスタン

4月11日-4月20日 4月21日-5月1日

4月11日-4月24日

4月20日-5月1日
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(2)調査日程

月日(曜日)
エジプト国

門脇 飛田

4月11日(火)

12日(水)

13日(木)

14日(金)

15日(土)

16日(日)

17日(日)

18日(火)

19日(水)

20日(木)

21日(金)

22日(土)

23日(日)

24日(月)

移動日(名古屋ーシンガポール)

〟(シンガポールーカイロ)

公共事業水資源省藩概局長表敬

･調査協力依頼
江上専門家と調査計画等協議

公共事業水資源省計画局水計画主管

表敬.協議､資料収集

日本大使館片倉大便､皆川書記官表

敬

移動日(カイローマンシュラ)

藩政局マンシュラ地方事務所表敬､

調査地域の現況報告を受けた後現地

調査(バハルシュビン地区)

現地調査を継続(エルボヘイア地区)

現地調査及び地方事務所にて資料収

集

同上､カイロヘ移動

藩政局長と調査結果の報告及び打合

せ､計画局主管との打合せ資料収集

日本大使館皆川書記官に調査結果の

報告

パキスタンヘ移動

同左

同左

同左

同左

同左

同左

同左

同左

同左

公共事業水資源省､農業省での資

料収集

収集資料の整理

図面購入及び関係資料収集

移動日(カイローフランクフルり

日本へ帰国

-23_



月日(曜日)
パキスタン国

門脇 近藤

4月20日(木)

21日(金)

22日(土)

23日(日)

24日(月)

25日(火)

26日(水)

27日(木)

28日(金)

29日(土)

SO肖(日)

5月1日(月)

移動日(カラチ→イスラマバード)

日本大使館山田書記官と打合せ

連邦政府科学技術省及びパキス夕

ン水資源研究評議会表敬打合せ､

日本大使館表敬後ラホール移動

パンジヤプ州計画開発局乾燥地開

発担当主査と協議､港概局次官表

敬

ラホールよりバハワルプールへ移

動チョウリスタン開発公社表敬､

打合せ

バハワルプール地方事務所(砂漠開

栄)表敬後現地調査

調査継続及び資料収集

バハワルプールよりイスラマバー

ドへ移動

資料整理

日本大使館川上大使､山田書記官

に結果報告､JⅠCAイスラマバード

事務所､科学技術省及び評議会へ

報告後ラホール-移動

日本へ帰国

移動日(名古屋→カラチ)

同左

同左

同左

同左

同左

同左

同左

同左

同左

同左

同左
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3,2 調査団の訪問先及び面談者

(1)エジプト国

1)日本大使館

片倉大使

皆川一等書記官

2) JICAカイロ事務所

長沢次長

3)公共事業水資源省

江上専門家

Mr. Ahmed EI Sawaf

Mr. Yehia Abdel Aziz

Dr. Bayoumi B. A.

Mr･ Mohsen EI Arabawy

4)マンシュラ地方産概事務所

Mr. Sanwer Hasbesb

Mr. EI SaedAbdE. Yosef

Mr. A也med Hamad

Mr. EI Bayoumi Ali

Mrs. Layla Shahen

Mr. Aゎd EI Fata血 Washer

First Under Secretary, Chairman or lrrigation

Department, MPⅥWR

Project Director, Irrigation lmpro▼ement Project,
Irrigation Department

Chief of Water Sector, Planning Department, MPWWR

Chief, Planning Study Model (PSM), Planning Department

Under Secretary, Mansura Regional Irrigation Office

(MRIO)

General Manager, East Dakhalia Directorate, MRIO

General Manager, West I)akhalia Directorate, MRIO

Engineer, E. D. D

Engineer, W. D. D

Engineer, W. D. I)
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(2)パキスタン国

1) 日本大使館

川上大使

山田一等書記官

2) JICAイスラマバード陣所

新垣次長

西宮次長

3)科学技術省

Dr. T. M. Qureshi

Dr. Bashir Ahmed Chandio :

Mr. Muhammad Akram

Mr. Gut Muhammad Shah :

4)パンジャブ州政府

Mr. M. Afzal Shah

Mr. M. Nawaz Khan

Mr. Mian YousafAli

Mr. S. Mansoob Zlizaidi

Mr. Mian Bashir Abmed

Secretary, Ministry
of Science and Technology,

Government of Pakistan

Chairman, Pakistan Council of Research in Water

Resources, MST

RegionalDirector,Bahawalpur Regional OLTICe, PCRWR

Regional Director, Lahore Regional OfrlCe, PCRWR

Senior Chief Agriculture
､ Plannlng and Development

Deptt.

Senior Chief, External CapitalAssistance, P & D Deptt.

Additional Secretary, Technical ､ Irrigation and Power

Departme nt

Cbier Engineer, Multan lrrigation Zone, Irrigation and

Power Deptt.

Managlng Director, Cbolistan Development Authority,

Bahawalpur
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3.3 現地写真集

(1)エジプトアラブ共和国

バハルシュビン地区及び

エルボヘイア地区
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ナイル川よりパハルシュビン地区に分水するジフ夕堰

（パハルシュヒン地区）

幹線水路からの取人工左端のゲートは腐触している

（パハルシュピン地区）

-
2
8
-



ダカリア州とカフェルシェイク州の境界に位置する調整池で適正分水のための

改修が必要である。（バハルシュピン地区）

ジフタ幹線排水路末端に設けられた河口堰で地中海の塩水塑上を防止し

灌漑用水に利用している。（パハルシュピン地区）

ー29－



幹線水路からの直接取水で計測を含む施設の改修が必要である

（エルポへィヤ地区）

支線水路の整形及び部分舗装が心要である

（エルポへイヤ地区）
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馬車による市場への出荷、篭の改善により荷傷み軽減が図られる

（マンシュラ地区）

マンシュラ市場にある販売店
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(2)パキスタン回教共和国

チョウリスタン(パファアルプール)地区
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チョウリスタン砂漠内のリンガール実証試験場

耐塩性台本に接ぎ木した幼令樹林

ー
3
3
-



リンガール試験場近くの開発予定地の全景

-34-l



淡水灌漑による幼令樹の育成

ジョジョパ種の生育状況（塩水灌漑で生育繁茂）

-35-



リンガール試験場周辺の放牧状況

（塩分濃度の比較的低い地下水を家畜用水としている）

試験場での耐塩性のタマリスクの植樹状況

ー36－



家畜用飼料と砂丘安定を兼ねた草類栽培試験

アカシャの生育状況（砂丘地安定及び薪炭機としての利用）

一－-
3
7
-

一
－
一



潅漑用水及び家畜用水等に利用する雨集水池の貯水状況

-38-l



3.4 収集資料リスト

(1)エジプト国

E - 1･ Results of analyses of water samples along Rosetta and Damietta branches during

winter Closure 1993/1994

E - 2 Egypt's Water Resources Policies

E - 3. Wat.er Demands Present & Fut.ure Est.imate

E-4. WaterMasterPlan
-March,1982-

January 1994

January 1992

Sept. 1990

1) Water Planning: Methods andthree alternative plans

2) Water Demands

3) Water Supply

4) Groundwater

5) Water Quality

6) The organization, administration and legal丘amwork for water planning

7) Water
and wastewater studies municipal and industrial sectors

8) Consumptive use of water by
major field crops in Egypt

9) The irrigation
and drainage system

E - 5. East Dakhalia

1)港概計画資料

2) EastDakbalia管内図その他施設位置図

3) East Dakbalia組織図

4) 0&MCost(1191-1993)

5) On-farm water managementfield manual level border 0)asin) irrigation chapter

August 1991
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E - 6. West Dakbalia

1)藩政計画資料

2) 0&Mコスト

3)管内図及び施設位置図

E-7･ デルタ地域地形図(1/100,000)

(2)パキスタン国

P - 1. Pakistan Year Book

P I 2. Eighth Five Year Plan (1993 - 1998)

P-3･ EeonomicSurvey(1993-1994)

P A 4･ PortfolioofAid-WorthyProJ'ects

P-5. ActivitiesReportofPCRWR
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