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１．研究の背景
現在､ 東アジアの中心をなす中国では近時の経済発展が目覚しいが､ 一方で水利用量の増
加や水環境汚染などの様々な問題が深刻化している 。特に､ 内蒙古自治区（以下内モンゴ
ルとする）農村部では、過剰な農業用水利用や長期にわたる無計画な開墾と過放牧による砂
漠化が進行した結果、生態環境の悪化を招き、深刻な事態に直面している。また、内モンゴ
ル地域の総面積は118.3万㎢で、全国土地面積の12.3％を占めているが、総水資源量は509億
㎥で、全国水資源総量の1.8%1）に満たないことから、水資源不足問題は農牧業の発展に影響
しているとみられ、水資源不足問題の解決は緊急の課題であると考えられる。
調査対象地域である内モンゴル其甘（チコン）湖流域では、現在、湖の面積の縮小や地下
水位低下等の問題が深刻化している。このような問題はアラル海をはじめ世界各地で起こっ
ているが、内モンゴル地域の場合は小規模であるため、より現実的な解決法を提案できる可
能性があると考えられる。
２．研究目的及び研究の手法
本研究では、内モンゴル其甘湖流域における農牧民の水利用の実態を明らかにし、湖水面
積の縮小と地下水位低下の原因を分析した。さらに、灌漑用水の節水対策の効率性について
検討を行った。
研究手法は、中国内モンゴル赤峰市の翁牛特旗其甘湖流域において、農牧民の水利用の実
態における現地調査を行い、地質図、農業、生活、牧畜、砂漠、水資源などの分野横断的に
検討し、環境や経済への影響を把握した。また、翁牛特旗国土局などの関係ある統計局から
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の文献調査と関係ある村落の責任者に
ヒアリング調査を基に流域の範囲内の
耕地面積、灌漑面積、人口のデータの
基本状況を収集した。また、井戸建設
に関係のある責任者へのヒアリング調
査から地下水位の変化と井戸の深さ変
化を把握した。
３．調査対象地域の概要
3.1

其甘湖流域の位置と人口

調査対象地域は内モンゴル赤峰市の
翁牛特旗の其甘湖流域である（図１）
。
其甘湖流域は翁牛特旗の中部（E119°
00′～119°27′
、N42°28′～43°10′の領
域の範囲内）に位置し、流域面積460

図１

㎢である。流域内には出口がない其甘

其甘湖流域の地図上の位置

出典：Google Earth を基に筆者作成

湖とそれに注ぐ其甘河が存在する。上
下流域の境界を其甘河で建設された堰を境に、南の地域を上流域、北の地域を下流域とす
る。流域には９村とさらに、３村の一部が含まれる。
ヒアリング調査によると、2008年の其甘湖流域における総人口は21000人（流域に含まれ
る９村の人口と一部が含まれる３村の人口を按分して算出）で、特に上流域は人口が過密地
であり、上流域の人口は全流域の約９割を占め、漢族を中心に農業を主な収入源としてい
る。下流域はモンゴル族中心の牧畜業を主な収入源としている。
3.2

水文地質条件

流域内に存在する其甘湖は流域の北部に位置し、其甘湖に注ぐ其甘河は西南から東北へ流
れ、総延長は22.8㎞である。1980年代には其甘湖の平均水量は1,180万㎥で、其甘河からの平
均流入量は0.23㎥/秒（水量は725万㎥/年）であった2）。図２に示されるように、其甘湖流域
における地質状況は地下約20m（上）～40m（下）に存在する粘土層の上部に砂質土が堆積
状態であり、浅層地下水はその中に存在すると考えられる。
3.3

気候条件4）

其甘湖流域の区分された降水量のデータは存在しないため、其甘湖流域の位置する翁牛特
旗の降水量の経年変化（図３）と同じと仮定した。図から、1970年から2000年にかけて、降
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図２

図３

其甘湖流域の地質状況3）

翁牛特旗の降水量の経年変化

出典：翁牛特旗の降水量の経年変化4）を基に筆者作成

水量は減少していることが判った。当流域の年平均風速は3.1m/sで主に北から北西の風が強
く、年蒸発量は約2000㎜で厳しい乾燥条件を示す。また、年平均降水量は370㎜の半乾燥地
域で、他の季節に比べ、夏期に雨が多いとされている。年平均気温は６℃から７℃であり、
最も暑い７月の平均気温が20℃、最も寒い１月の平均気温が－14℃と年平均温度較差が大き
く、年日照時数は2850～2900時間、無霜期が120～130日である。
４．現地調査結果と分析
4.1
4.1.1

湖水面積変化と天然の漁獲高の変化
其甘湖の湖水面積変化

ヒアリング調査から其甘湖は、1985年頃までは水面面積約９㎢であって、最大水深は13m
であり、湖全体の水位は安定していたことが判った。これは、其甘河の自然河川流入量並び
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図４

其甘湖の水面（黒色部分）面積の縮小
出典：ヒアリング調査により筆者作成

に降雨と地下水流入量は湖面からの蒸発による流出量と収支バランスがとれて、一定の水面
面積を維持していたと考えられる。しかし、現地農牧民にヒアリング調査の基に作成した其
甘湖の縮小のプロセスを示した図４に示されるように、1985年から1995年の10年で、湖水面
積が２㎢減っているに対し、1995年から2000年の５年間で湖水面積が３㎢も減少した。特
に、2000年から湖水面積が急速に縮小しており、2006年には湖面が二分割される現象が見ら
れ、2008年には1985年の５分の１まで減少したことが明らかになった。これは、請負政策実
施後、土地の私用化により、流域における土地及び水資源開発が進み、河川流水は灌漑用水
として取水され、湖面水位は急速に低下したと考えられる。また、流域におけるヒアリング
調査から、灌漑面積が拡大する前の其甘湖は、翁牛特旗で有名な観光湖で、天然の漁業は盛
んにあったことが判った。
4.1.2

天然の漁獲高変化

流域には、養殖の漁業が幾つありますが、天然の漁業については、2000年までに非常に盛
んであった天然の漁業が2008年には消滅状態になったことを元村長によるヒアリング調査か
ら判った。湖水面積は1985年から2008年にかけて、７㎢減少し、天然の漁獲高は25tから完
全にとれなくなるまで落ち込んだことが明らかになった。その湖水面積変化と天然の漁獲高
を図５に示す。これは、湖水面積減少により船が出せなくなったことと塩分が濃くなったな
どが考えられる。
4.2
4.2.1

其甘湖流域の人口変動と水利用の実態と問題点
人口変動

人口変動（図6）について、ヒアリング調査から以下のことが明らかになった。1950年頃
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図５

湖水面積と天然の漁獲高の経年変化
出典：ヒアリング調査により筆者作成

図６

流域別人口の経年変化

出典：ヒアリング調査により筆者作成

から主としてモンゴル族の放牧地であった対象地域の其甘湖流域では漢族の入植が始まり、
人口が増加した。また、1980年からモンゴル族の定住化が本格的に始まり、半遊牧半定住の
時期を経て、1990年代に入ると中国政府の政策によりほぼ定住した状態となった。1985年以
前、当流域では計画生育政策がまだ実施しされていなかったため、特に上流域での人口数が
急速に増加したと考えられる。1990年以後の人口曲線はほぼ横ばいになり、人口の極端的な
変化が見られなくなった。
4.2.2

水利用の変化

現在、其甘湖流域における地下水の開発利用は非常に進んでいる。流域における井戸水は
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一般的には、飲用のためにだけ使われてきた。地下水が灌漑用水として用いられるようにな
ったのは中華人民共和国成立後のことであり、地表水が使えるところに加えて、地下水を水
源とした土地も開発されたからであると考えられる。
1980年の改革開放政策以後農業開発が進むにつれ、2000年頃までは、上流域では、其甘河
に作った２ヶ所の堰を利用して河川水と地下水を農業用水として利用していたが、2003年頃
から河川水の断流日が多くなったため、河川水に頼らなくなり、ほとんどの農業用水は地下
水を利用するようになったことがヒアリング調査から明らかになった。
下流域では、すべての農業用水は地下水を利用している。其甘湖の付近に５本の自噴水井
戸があり、５月から９月にかけて農業用水として利用されている。また、農業用水不足を補
う対策として、10戸～15戸が組合になって、数ヶ所において、自噴水井戸の水を溜める池を
作り、５月からの農業用水の準備として取水に備えている。また、農作物の収穫が終わった
後自噴水井戸の水は其甘湖へ流れ込み、湖水の水源になっている。全流域の飲用水や洗濯な
どの水源は地下水に依存している。
4.2.3

農地開発と水使用量

表１に示されるように、1983年から1998年にかけて、耕地面積の大幅な変化はほぼ見られ
なかったが、1998年以降から耕地面積は拡大し始めたことが判った。それは、1985年から
1998年にかけて、其甘湖流域での土地の私有化が段階的に行われ、放畜地から農耕地への土
地転用が大幅に広がったことや、土地の私用化に伴い山地、平原、湖の周りなどの至るとこ
ろまで無計画な開墾が広がったことから、耕地面積が拡大したと考えられる。全流域では
2008年の総耕地面積が1983年の約1.7倍にまで増加したことが判った。また、全流域におけ
る1983年の有効灌漑面積は1000haで、総耕地面積の13%にとどまっていたのに対し、2008年
には、総灌漑面積は6118ha（上流域97%、下流域３%）で、総耕地面積の48%を占めるまで
増加した。灌漑面積の変化をみると、1983年から1993年にかけて、大幅な変化は見られない
が、1998年から2008年にかけて、増加が著しく、2008年には1998年の2.3倍増加したことが

表１

流域別の耕地面積と灌漑面積の経年変化

年
耕地面積（ha）

そのうち灌漑面積（ha）

1983

1988

1993

1998

2003

2008

上流域

7545

7336

7325

9840

10897

12389

下流域

   50

   70

108

   210

   234

   370

合計

7595

7406

7433

10050

11131

12759

上流域

995

1825

1980

2640

3950

5938

下流域

    5

    7

   10

    20

   110

   180

合計

1000

1832

1990

2660

4060

6118

5）

出典：2008年の流域の耕地面積と灌漑面積：『翁牛特土地利用状況報告』
（2008） により筆者作成
1983年～2003年値は2008年及びヒアリングによる耕地面積と灌漑面積の伸び率より計算
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表２

流域の目的別水使用量経年変化6）
年

生活用水量（万㎥）
家畜用水量（万㎥）
農業用水量（万㎥）
合計（万㎥）

1984

1992

2000

2008

上流域

26

   32

   33

   35

下流域

   2

    3

    3

    3

上流域

   8

   12

   21

   19

下流域

12

   15

   15

   39

上流域

501

2201

3160

6848

38

   83

223

452

587

2346

3455

7396

下流域

明らかになった。このように、灌漑面積の拡大が其甘湖の水面面積が縮小した主な原因であ
ると考えられる。流域の持続可能な発展にとっては、計画的な灌漑面積の開発が望まれる。
流域ごとの目的別水使用量を表２に示す。この表から、①水資源量の９割以上が上流域で
利用されている。②水需要量の92%～98%は農業用水である。③2008年は1984年に比べ、流
域全体にわたって水使用量が増加しており、上流域での農業用水量が1984年から2008年にか
けて13.7倍増加したことが明らかになった。このように、灌漑用水量の増加が湖水面積の縮
小や地下水位低下の問題をもたらしたと考えられる。
4.2.4

流域の井戸数変化

ヒアリング調査から、1970年には其甘湖流域では旱魃が起き、政府からは「井戸掘りで旱
魃に対応」というスローガンのもとで、流域では多くの井戸が掘られ、井戸の整備による地
下水の利用が広がったことがヒアリング調査から判った。1980年代以来、地下水の開発利用
により、換金作物の生産や灌漑面積の拡大、旱魃への対応などにより、農業収入がある程度
向上し、地下水利用が始まったと考えられる。しかし、元村長によると、施工や管理なども
十分ではなく、実際に使えた井戸は全体の10%にすぎなかったという。また、現在、その時
掘られた井戸は引き続き下流域で利用されており、老巧化による水漏れなどが深刻化してい
ることが判った。
1985年頃から、手押しポンプが導入され始め、1990年初には各家庭に普及されたことが判
った。そこで、一戸あたりで１本の手押しポンプを利用するようになり、庭に野菜などの自
作物を簡単に収穫できるようになった。従来は揚水灌漑を目的として、人力・畜力を動力源
とする揚水装置を使用していたが、1998年頃から電動ポンプの導入されたことによって、地
下水を簡単に引き上げることができ、地下水の利用量が増加したと考えられる。
調査対象流域における農業井戸と飲用井戸数の経年変化を図７に示す。2000年以後、農業
井戸の本数は緩慢的に増加しているが、地下水位低下が激しくなり、利用不可能になる農業
井戸も増え、井戸の掘り直しは４～５年置きに一回行われていることが判った。また、井戸
の再建設にかかる費用も農牧民の経済的な負担となり、一本の井戸を掘るには約１万元～1.5
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図７

流域の各井戸数の経年変化

出典：ヒアリング調査により筆者作成

図８

流域の地下水位及び農業用井戸、飲用井戸の深さの経年変化
出典：ヒアリング調査により筆者作成

万元（約125000円～187500円）の費用がかかることが掘削業者からのヒアリング調査によっ
て判った。このように、過剰な地下水の汲み上げによって、地下水位の低下が深刻な問題と
なり、在来の浅井戸や自噴水井戸を枯渇させる原因の一つであると考えられる。特に、下流
域では、５月～９月にかけて飲用井戸が枯渇することが増えていることから、適切な水利用
問題の解決に向けた対策をしなければ、さらに、井戸の枯渇などが深刻化すると考えられる。
4.2.5

流域の井戸の深さと地下水位変化

農業用井戸と飲用井戸の深さと地下水位の経年変化を図８に示す。手押しポンプ及び電動
ポンプと地下水位低下との関係を見ると、両者に相関が見られた。1993年以前は、地下水位
の低下はあまり見られないが、手押しポンプと電動ポンプの普及された後の1998年から急速
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な地下水位低下がみられた。また、1998年から2008年の10年間で、毎年平均2m低下したこ
とがヒアリング調査から明になっており、同時に、各井戸の深度も深くなっていることが判
った。
このように、流域における農牧民の水利用形態が流域の社会経済や環境に大きな変化をも
たらした。流域では地域の経済発展を向上させるため、経済増長規模と速度を強調し、水資
源の持続的な利用や環境保護などは考慮せず、地下水を過剰に利用してきたと考えられる。
流域の地下水位低下防止対策として、流域全体の水利用効率性を考慮した水管理の確立が必
要であると考えられる。
其甘湖流域の水問題の原因は気象変化などの自然的な原因と人間活動による原因があげら
れる。流域における降水量減少から起こる資源型水不足及び過剰な開発による人間活動は主
な原因であるが、不十分な水資源管理体制や非合理的な水資源配分、環境を無視し経済を重
視するといった現地農牧民の意識が水問題の主な原因であると考えられる。
4.3

流域の水資源管理の現状

其甘湖流域における水資源管理は中国語で「多龍治水、多頭管水」とされる水資源調整が
なされていない状況である。すなわち、権威の形成がなく、統一水管理体制もないため、用
水、水の管理は分散している状態にあり、水資源の効率的な利用や合理的な配分などは妨害
されている。このような分散的な管理体制は水資源の持続的な利用と流域の社会経済に影響
を与え、水資源の供給と需要バランスや水問題の悪化を加速させていると考えられる。
流域の水資源管理は主に行政管理手段で行われているため、需要によって供給を定め、水
資源の利用可能な量を考慮しながら開発するという側面は整っていないと考えられる。その
ため、水不足問題や水の浪費問題も非常に深刻化していると考えられる。流域の持続可能な
発展にとっては、水資源を商品価値のある公共財として現地農牧民に意識させる必要があり、
単なる行政手段は水資源の開発利用や管理問題を解決ができなくなっていると考えられる。
流域の水資源管理は現地の農牧民による維持管理が重要であると考えられ、現地農牧民に持
続可能な水管理システムを確立させ、流域の水資源原潜に前向きに取り組ませることが重要
であると考えられる。
其甘湖流域の持続可能な発展のため、水資源の利用可能量を明らかにする必要があり、特
に、流域全体の持続可能性を検討した上で、開発利用する必要がある。また水資源の変遷は
自然的な原因と社会経済的背景が原因であるため、水環境の改善は双方で考慮する必要があ
り、改善するには人材、資源、経済と環境の共生が重要であると考えられる。
５．流域における水資源不足対策の検討
内モンゴル政府は、2006年から農業用水の節水利用対策について、節水灌漑法の導入を打
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表３

各灌漑法の水使用量と建設費

灌漑方法
＊

水使用量

節水レベル⑤

建設費

節水量/建設費

（㎥/ha）

（㎥/ha）

（元/ha）

（㎥/元）

表面灌漑

3000

0

300

0

スプリンクラー灌漑（センターピボット方式）

1800～2100①

900～1200

16500③

0.05～0.07

ドリップ灌漑

900～1050②

1800～2400

25200④

0.07～0.1

出典：＊表面灌漑の各情報はヒアリング調査により筆者作成
①表面灌漑より30～40％減7）
②スプリンクラー灌漑より50％減（HP8）による）
③HP8）による
10）
④AISAMMARRAIE Ahmed Jamal Mahmood（2009）
による

⑤定義：表面灌漑と比較した時の節水量をいう（節水量/灌漑面積）

ち出した。それにより、調査対象地域である其甘湖流域の位置する翁牛特旗では、急速に拡
大している水資源不足問題に対応すべく、節水型灌漑法の対策が地方政府から打ち出されて
いる。2008年から現地政府によるスプリンクラー灌漑とドリップ灌漑の節水灌漑プロジェク
トが実施され、現地付近では主に大規模灌漑法であるセンターピボット方式やドリップ灌漑
の導入が始めているが、節水された水で新たな灌漑地を開発しており、地下水の使用量の増
加が収まっていないと考えられる。2010年現在は政府の補助金により、主に富裕層農家で上
記の灌漑法が行われている。政府は積極的に農業総合開発プロジェクトと節水型灌漑法への
投資を行い、農牧民の収入を向上させることによって、農民の節水意識を改善させ、各農家
全員の自らの参加投資する意欲を高めるという意思が前提にあると考えられる。
他の内モンゴル地域でも、2006年から節水型灌漑法であるスプリンクラー灌漑とドリップ
灌漑を政府から積極的に進められており、主にスプリンクラー灌漑が大幅に普及している。
各灌漑法の節水効果を表３に示す。表３から、ドリップ灌漑は建設費が高いが節水効果とし
てはスプリンクラー灌漑より建設費あたりの節水量が1.4 倍節約できることが判る。適切な
灌漑方法としては、地下水地位の低下や塩害問題が深刻化している其甘湖流域の持続可能な
水利用を行うために、水使用量が少ないドリップ灌漑法が妥当であると考えられる。
６．結論
本研究では、湖水面積の減少により、天然の漁業が倒産したことが明らかになった。また、
農業井戸の機械化により、灌漑面積は1998年から2008年にかけて2.3倍増加し、それによっ
て、地下水位が1998年から2008年にかけて、年平均2m低下したことが明らかになった。ま
た、灌漑用水の増加によって、湖水面積が1985年から2008年にかけて、７㎢減少し、天然の
漁がとれなくなったことが明らかになった。また、流域の持続可能な水資源不足への提案と
して節水灌漑法の導入として、スプリンクラー灌漑に比べ水使用量が少ないドリップ灌漑が
妥当であると考察した。また、調査対象地域である其甘湖流域では、漢族の入植やモンゴル
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族の定住による水資源の需要が増加していることや河川水や地下水の過剰取水などによる湖
水面積が年々縮小していることや地下水位低下などから、早急な対策が必要とされる。この
ような、水資源不足の原因に水資源の管理体制の欠如が考えられる。具体的には上流域での
農業用水の過剰利用や水の配分に偏りがあることなどが挙げられることから現地住民による
効率的な水管理運営が望まれている。また、上流と下流の水資源の配分は末端の湖を考慮す
る流域全体を視野に入れ、その配分方法を是正する必要がある。其甘湖流域において行った
現地調査から、現地住民の水資源不足問題に対する危機感は薄く、水資源を浪費している可
能性があると考えられる。流域の住民の生活を支えるためには農業生産の増加も重要である
ことから、節水灌漑等を行う流域の水管理システムを確立する必要がある。水資源配分や生
態環境の用水を考慮した水需給バランスを重視することが必要であると考えられる。今後は、
節水の啓蒙活動や持続可能な流域の水管理システムの確立を検討していきたい。
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A study on using of water problem in Qigan Lake
basin in Inner Mongolia, China
―A study mainly focusing on change of using
groundwater―
QI Qige
KITAWAKI, Hidetoshi
In this research, the realities of water problem were surveyed and measure of
groundwater problem was examined for Qigan Lake basin in Inner Mongolia, China.
Based on such analysis, sustainable method for use of water was proposed. In the research
area, domiciliation of nomads and immigration of Han tribe have increased demands for
agricultural water. This caused excessive intake of surface and groundwater, which
caused shrinkage of the lake. The results of the survey has obviously shown that water
problem in the basin were caused after the expansion of cultivated field, construction of a
diversion weir and installation of electric-powered pumps.
Key words：using of water problem, Qigan Lake, demands of agricultural water, intake of
surface and ground water, sustainable method for use of water
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