
  
  対談: イスラエルの水事情

  誌名 水利科学
ISSN 00394858
著者名
発行元 水利科学研究所
巻/号 22巻3号
掲載ページ p. 27-37
発行年月 1978年8月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111川1111111111111111111111111111111111111111111川llllllllllL

【対談】

イスラエルの水事’情

Nathan Buras 

（イスラエル工科大学教授 ph.D.)

高 橋裕

〔東京大学工学部教授，工博）
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プラス先生の紹介

I I 

ナタン・プラス（NathanBuras）教授は，現在イスラエル工科大学農業工学科の教

授であり，終始水資源計画に関する研究を行なってきており，水資源に関する国際学

界でも著名な存在である。

その昔，カリフォルニア大学で Ph.D.を取得され，最近はスタンフォード大学，

イリノイ大学などで客員教授として招かれている。 1970年にはアメリカ農務省からそ

の多くの業績に対し賞を得ており， 1972年には“Scientific Allocation of Water 

Resources，，を AmericanElsevier社より出版しているほか，水資源関連の多くの国

際学会で活躍している。研究論文には，水資源計画への OR手法， DP手法の適用，

アロケーション方法などの他，お国がら地下水利用計画についても多数発表してい

る。

今回の来日は，日本学術振興会の招へいによるもので，同じくイスラエル工科大学

で徴生物学を研究している夫人のネッティ・フラス（NettyBuras）博士とともに本年

2月4日から約 1ヵ月間滞日された。

この間，プラス博士夫妻は，利根川下流部，山梨の釜無川・笛吹川，淀川水系など

視察される一方，東京大学工学部土木工学科において数回の講義をされ，日本人技術

者，学者と多くの討議の機会があった。 （高橋裕）

イスラエルの水文特性は

高喬：まず，イスラエルの水資源の特徴についてお話し下さし、。日本は水が豊富だ

と考えられる一方，イスラエルは半沙漠地帯と思われがちですが，いかがでしょう 。
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イスラエル周辺
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（資料〉 高橋による イスラエル周辺図a
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プラス イスラエルは多くの人が考えるような沙漠ではありません。半乾燥地帯で

気候的，地誌的，植生的にもバラエティーに富んでいます。北部は緑地が多く，南部

が沙漠地帯です。

イスラエルの位置はち ょうど日本の中南九州にあたり ，北緯29。30’～33。20’です。

イスラエル工科大学のあるハイファが約33。，テルアビプ32°，一方エジプトのカイロ

はちょうど30。です。

降水量は北部に多〈，南部に少ないのですが，また，西部には地中海から湿気がも

たらされ，山にぶつかり，ヨルダン峡谷で降水量は大幅に減少します。全国平均で年

間500mmです。

高橋・日本は年平均約 l,700mmですから， イスラエルの 3倍以上になりますね。南

九州の一部では4,000mmも降ります。

プラス ・地中海から西風が吹き，ヨルダン峡谷と山脈にぶつかって弱まり，降水量

に影響を与えています。

北部の山岳では年l,400mmも降り，ハイファが600mm, テルアピプ550mm, エルサレ

ム700mm，地中海の海面より40om低い死海では150mm，紅海のエラ一トで

阻，時には零の年もあります。

高橋・季節による違いはいかがですか。

プラス はっきりした季節は 2季しかありません，春，秋が短か＜＇ 11月から 3月

にかけての冬期に雨が降り， 4月から10月はほとんど降りません。さらに夏は長〈乾

燥しています。

死海にはヨルダンJllから年間平均 1,300m'1/sもの流入量がありますが，蒸発散が大

変多〈，全流入量は蒸発量と同程度です。

死海の流域は，ヨルダンJllから死海までで海に出ることな〈，全く閉ざされていま

す。

死海の現況と開発構想

高橋： ：最近の死海の水位変化はどうですか。

プラス ：水位の変化はゆっくりで，50年間位の変動（variation）があり，ここ30年

間でzm上っています。ヨルダン川の水利用によっても水位が影響を受けます。

死海の塩分濃度は25%で世界一高〈，地中海の約10倍もあるのです。世界の海の平

均塩分濃度は2.5%ですから，地中海の塩分濃度も世界的には多い方で 3%，一方ス

カンジナピアのボーデン海は 1%です。

高橋 ・小学校時代，先生から地理の時間に，死海では泳ぎながら新聞が読めると教

えられましたが，本当ですか。

プラス ．それは本当です。多くの観光旅行者は死海を訪れるので周辺には立派なホ
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テルがあります。近くに湧水があって皮膚病によく効くことになっています。特にス

カンジナビアの人々が冬期に訪れます。死海の水面上で雑誌や新聞を読んでいます

が，沈むこともあります。ただ死海の水が目に入ると痛いので気をつけねばなりませ

ん。

高橋 それでは水の技術的な利用方法についてお話しください。今はどんな段階で

すか。

プラス： 現在の課題としては，死海への 400mの落差などを利用して，パイプライ

ン， 運河，発電の色々な案を検討中です。

地中海から死海への落差を利用した水力発電案は， ハイファから死海へ2～3の発

電所を置く計画です。その案の有利な点、はハイファーヨノレダン川一死海聞に山がない

ことで，地中海ーヨルダン川聞は一番高いところでも海抜25mしかないことです。不

利な点は，完全なコンク リート水路でないと， 塩分が農地へ入りやすいことです。

もう 1つの案は南部の案で，途中に 250mの山があるためトンネルを掘らねばなら

ない点が不利です。

地下水をどう利用しているか

高橋：地下水の利用計画はどうでしょうか。

プラス ・イスラエルの水資源、の2/3以上は地下水で， 1/3以下が河川の表流水ですか

ら，地下水は最も重要な水資源です。

地理的に水を含む2つの地層があります。 1つは石灰岩層で， 1つは海岸近くに砂

岩層があり ，いずれも水を浸透させやすい性格を持っております。

ほとんどの都市や柑橘類の農場は海岸沿いにあり，さらにヨルダン川流域はほとん

ど全域に地下水があり，毎時間平均50トンも汲み上げています。

高橋：どの位の深さまでですか。

プラス 石灰岩で300から400m，砂岩で600から800mで，平均600mです。 1,ooom 

の深さから汲み上げている例もあります。

高橋：地下水を汲みすぎて地下水位が下がる傾向はありませんか。

プラス ．地下水の自然変動は降水量により，その上下は大変ゆっくりです。

表流水ならダムやポンプ基地を作ることも出来ますが，地下水開発は徐々にしか進

められません。

高橋 ．石油はどうなんですか。

プラス ；石油は少ししかなくて，国の必要量の10%程度です。ほとんどはイランか

らの輸入に頼っています。

死海近くには天然、ガスがあり ，主に化学工業で使用しています。
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森林の概況

高橋：イスラエルには山地が多いようですが，森林についてはどうですか。

プラス．私はエンジニアになる前，キレネー湖近くの林野で働いていました。

イスラエノレの森林については，自然林はカシがほとんどで，松も 2種類あ ります。

伝統的なエルサレム松とピネール松で，植林もやっています。ピネール松は育ちが

早いという特徴があります。松は木炭に使用しています。

イスラエルの木は自然保護や観光用には良くとも，建材としてはあまり良くないの

で，建材は東アフリカから輸入しています。イスラエルでは建設用資材が大変高いの

です。

ジョンソン・アゲリーメン卜

高橋：地下水の話にもどりますと・・－－。

プラス ：地下水の開発は100年以上も前から続けられてきたものです。

高橋：水資源に関連して，独立後特に力を入れた開発は何でしょうか。

プラス ：独立後，特に地下水と地表水との総合的利用に力点をおいてきました。具

体的には，石灰岩の下にある地下水層の開発とヨルダン川の開発です。

イスラエル，レパノン，シリア，ヨルダンの4国間を流れるヨルダン川の開発に

は， 4国聞のアロケーションの問題があります。

特に，ヨルダン川はレパノンの領土内を 100切にも渉り細長い谷を貫流し，ヨルダ

ン川の水の45%を流しています。完全に開発されています。

高橋：それではイスラエルは困りませんか。

プラス ：現在，水に関して仲が良いので都合が良いのです。

レバノンは地下水も豊富で，イタミ川というヨルダン川と同じ位大きな川があり，

オロンテス川もありますから，地表水も多いのです。

1953年，アイゼンハワー米大統領はジョンソンを派遣して， 4国聞のヨルダン川の

アロケーションに関する調停にあたらせました。それをジョンソン ・アグリーメント

(Johnson Agreement）とし、し、ますが， 政治的なリーダーシップでなされた傾向が強

〈，イスラエルの承認を暗示するという，はじめてのことでもありました。

ジョンソン ・アグリーメントで、は，ヨルダンとシリア間を東方から流れるヤモク川

のほとんどは，ヨルダンで使うことになっています。紛争は全然ありません。

濯i飯と柑橘業

高橋：港紙についてですが，日本の港紙はほとんど稲作ですが，そちらではいかが

ですか。
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プラス ：港紙は，ほとんどスプリンクラーにより自動化されています。日本の濯獄

と違って柑橋類がほとんどです。

自動化するにはパイプを引かなければならないので，必然的に農民の組織化が必要

となります。

農民の組織には，3つの異なった組織があ ります。

(1) 各農民がそれぞれプラントを持つ場合

(2) 協同集落（cooperativevillage) 

(3) キブツ（collectivevillage) 

(1）のタイプは減少してお り，最も大きいのが（2）のタイプで，ほとんどの農民が（2）で

組織されています。

(2）は60戸から200戸からなり，同じ面積をそれぞれの農民が所有して働いています。

例えば，ある農民のグループは作物も 5種類位作っており，家畜も 6頭位飼育してい

ます。水のアロケーションも協同港紙の方法をとっています。すてきなクラブハウス

やプールもあり ，うまくいっています。

( 3）のキフツは小さいもので 250人， 大きいので ~.ooo人の単位からなっており ， 250

ヵ所あります。所有はすべて共有で，共産的な社会でもあります。

さて，瀧統の話にもどしますと，イスラエル全体の農業港紙地域は20万haで，その

うち 5万加を占める柑橘産業が最大のものといえます。

柑橘産業は250年前からはじまり ，第一次大戦後さらに鉱大したもので， スプリン

クラーは第二次大戦中から戦後にかけて実施されたものです。カリフォノレニアのサン

キストのよ うでもあ ります。

ヨーロッパでは最高の品質といわれ，お得意先は，一番がイギリ ス，ついて、北欧，

西ドイツのII闘です。特別の冷凍船で，ハイ ファやアッシュドノレ（新港で，鹿島港ほど

人工港ではない）からマノレセイュ， リバプーノレ，ストックホノレム等に向けて運ばれま

す。柑橘類は柑橘市場法のもとに貿易，市場などの定めを受けています。

高橋 ・ヨーロ ッパ市場で， サンキストなどとの競争はありませんか。

プラス ヨーロッ パではあり ません。むしろスベインが最大の競争相手で，最近で

はモロ ッコも加わっています。時折，競争相手の国が霜害にあうとイスラエルに有利

になり ます。

瀧t加工，自動化されたスプリンクラーで，それぞれパルプがあり，水量調節はし、か

ようにもできます。

高橋： 水利用はおのおのの用途にどれ位の割合でなされているのでしょうか。

プラス 国全体では，農業用水がほとんどで全体の78%，工業用水10%，生活用水

12%です。そのうち柑橘産業は（全体の） 26～？8%を使います。いずれも増加傾向に

あり，地下水も十分でないので，うまい管理と水利用で何とか限られた水の供給をす
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る以外ありません。

柑織類の次に水を使う農産物は綿で，そのほとんどはキプツで生産されています。

農業試験 ・研究機関では，どういう時にどういう水を給水するか，つまり時間給水

の方法などを研究し，水の有効利用法を発見しました。水は時々，必要な時使うだけ

で済み，これによって約2/3の水は節約されたのです。

3番目は野菜類で， 4番目は果実類（リンゴ，プラム ベア，ピーチ等）です。

都市化と水需要

高橋： 都市化の傾向はどうでし ょうか。 生活用水は相当増加の傾向にありますか。

プラス ．海岸沿いに大都市がありますが，日本の東京，大阪と同じように，皆，臨

海部の大都市へ集まりたがる傾向があります。

海岸沿L、のテノレアピブ（人口約8）万人一一一番増加してし、る），ハイプァ（30万人）

で，エルサレム（約40万人、，ンパ（15万人） といった状況です。

ひとつの対策として， 1960年代にウォータ ーコミッショナー（WaterCommissioner) 

と市当局は，水資源の維持と節約を目的としたニュースキャンベーンをしています。

高橋： 日本でも1973年のオイノレショックのころから同じような傾向になっていま

す。まず，東京都水道局で水需要抑制jを提唱したのが1973年で，中央政府でも1976年

以来特に大都市に節水を呼びかけています。

プラス ー2番目には， 196C年以後になってテルア ビブとハイファに水のメーターが

ついたことです。それ以前は，室の所有数でもって使用水量を想定したものです。だ

から，不確かなことがありました。

3番目には，各市域ではパイプライ ン網が引かれていますが，それを厳重にチェッ

クすることです。というのは，漏水が多いためです。 15%となっていますが，まだ良

い方です。ニューヨークでも相当の漏水率といわれています。

高橋 ：東京も約20%です。日本の多くの都市の漏水は15%から25%の聞ですので，

かなり多いものです。水が貴重になるにつれ，全く勿体ないことですね。

ブラス ．水の消費といえば，海水も含めて工業が大量に水を消費します。

なかでも，地中海沿岸に設置された火力発電所は水消費が多く ，そのエネルギー源

としてオイノレを燃やしていますが，地中海の水を冷却用に使用しています。

他に大量に水消費する工業は，繊維工業，鉄鋼業，石油精製，食品工業です。その

他の工業はそんなに水を使いません。

高橋 日本では鉄鋼，化学工業の冷却用水に淡水の約6割もの大量の水を消費しま

す。もちろん，海水は火力発電所や鉄鋼業で冷却用に大量に使われています。
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水は公けのもの

高橋私が聞いたところでは，イスラエルではすべての水が公機関によって管理さ

れており，水は公けのものとのことですが，日本では水をめぐる管理体制が非常に複

雑です。

例えば，日本では地下水を規制する法を 5年前から成立させようとしていますが，

各省庁聞の激しい争いのためまだ成立していません。

イスラエルでは水に関する法律はどうされ，どう運営されているのでしょうか。

プラス． 水基本法（WaterFundamental Law）は， 1952年の議会で通りました。

イスラエルの議会は一院制で， 4年に 1度の総選挙によ り120人の議員を選出しま

す。その水基本法の基本は次のとお りです。

(1) 水は公の富であり，国（state）のものである。政府 （government）のものでは

ない。政府は人格があり，国（state）の抽象的概念のものであるから，水を売る

ことはできなし、。

(2) 各人は水を使う権利はあるが，所有することはできなし、。

さらに， 2つの原則があります。

(1) 地下水，表流水にかかわらず，すべての水は計量せねばならない。その結果は

ウォーターコミッショナーに報告せねばならない。

(2) 水の使用者はすべて，ウォーターコミッショナーから免許を得ねばならない。

水管理の皇室督宗庁は，ほとんどの水が農業用に使われることから，農務省 ：Ministry

of Agriculture）になっています。他の省に移せという声もありますが，今のところ

農務省です。

水コミッショナーの役割と権限

高橋．水コミッショナーと差是務省との関係はど うなっていますか。

プラス ．水コミッショナーは農務省の役人として，政府からたった l人任命される

ものです。水コミッショナーは相当の権力があり ，あらゆる政治的圧力を排除しま

す。

その下に，パブリックアドバイザー （PublicAdviser）が30人おります。パブリッ

クアドパイザーは農民，工業，市などの代表者からなり，水の価格を決定する際，水

コミ ッショナーは協議して決めます。

水コミッショナーはさ らに独自のオフィスを持ち，流量，水位，水質，塩分などを

測る義務を持ち，毎年水の収支を計算し，それに応じてアロケーションを変更したり

するのです。

ライセンスは毎年更新せねばならず，その時期は10月から 9月末までとなっており
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ます。

以上のデータは，すべての人に公開せねばならないことになっています。農地の売

買には水がついてまわり，土地を買うと水利権も買わねばならないことになっていま

す。

水コミ ッショナーはさらに，水質についても気づかい，ある化学工業が魚に被害を

与える場合は，操業を禁止することもできます。

水にl渇して文句のある一般市民のためには， ウォーターローに基づき水裁判所

(Water Court）が設けられています。 地方裁判所のようなもので， テルアピプ，シ

ェルサレム，ハイファに設置されています。

水裁判所の裁判官は 3人から構成され， 1人はエンジニア，エコノミス トなどの水

に関する専門家で農務省が任命します。 1人は法律に詳しい判事で，法務省が任命し

ます。さらにもう 1人は amember of publicの人がなります。判決は大体決まった

ものであり，人々が満足しているためか，そんなに忙しくはありません。

高橋： 1952年この法律を成立させる際，反対などのトラブノレはなかったのですか。

プラス ほとんどありませんでした。あっても強くはありませんでした。

高橋： 大地主や大企業などが反対しませんでしたか。

プラス 柑橘業の農民が主に反対しました。井戸を所有していたからですが，彼ら

の新しい義務はメーターを置くだけで，権利関係は変わらないため反対は消えまし

fこ。

また，当時大企業は存在しなかったのですが，ハイファに石油精製の大工場があ

り，冷却用水を多量に使っていましたが，アグリーメントをとれました。

水法 （WaterLaw）は，誰もが計闘を見て， 誰でも文句が言えるシステムなので

す。

水のプロジェグトに限らず，イスラエルでは，どんな公共事業のプロジェクトも同

様に公開せねばならないことになっており，住民には反対する機会が与えられます。

メコロットとタハル

イスラエルには水関係の事業をになう会社が あ り，全水量の半分はメ コロット

(Mekorot）左呼ばれる一つの水会社が運営しています。メコロットとは，へプライ語

で水資源という意味です。

この会社は40年前（独立前）に設立され，当時は個人の会社でしたが， 1952年以

後，半官半民の会社として，水施設事業をまかせるべく法律で、定めたものです。政府

は，この会社に2/3の財政媛助をしています。

また，水に関するプランはタハル （Tahal=WaterPlanning for Israel）と呼ばれ

る政府の機関が計画します。
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そして，行政的には先ほどお話した水コミッショナーがするわけで， 以上 Water

Commissioner, Mekorot, Taha！がイスラエルの水に関する3つの組織といえます。

メコロットについて説明を加えると，会社の株を一般に売り出しており，都市との

契約に基づいて水を売ったりしています。誰もがメコロットから水を買うことはでき

ますが，水コミッショナーの認可は必要です。

メコロットはテルアピブとの契約で年間給水量，最大給水量，日量最大などを取り

決めています。

高橋・他の半分の水はどうしていますか。

ブラス：それは，個人および個人の会社がしています。

生活用水は地域の地形条件などにより水の値段に差がありますが，農業用水の場

合，価格平衡化基金（EquarizationFund）の調整により全国均一価格となり， 水コ

ミッショナーに支払われます。

個人で井戸を所有する場合は，汲み上げ量を測り，水コミッショナーに報告するこ

とになっています。

一般市民は市から水を買いますが，市域での水価格は高 くなります。

最後に

高橋 プラス先生は，淀川，利根川下流，富士川をご覧になりましたが，日本の河

川開発の印象はいかがでしたか。

プラス：も っと日本の法律やプロジヱグトを勉強しないと簡単に言うことは難しい

です。

ただ，日本とイスラエルで、は水資源の性質が異なります。日本の主要な問題は水害

対策ですが，イスラエルは水が足りないことが最大の問題点です。

日本は各情報機関のネ ットワ ークが発達し，設備も立派で高度に機械化されている

と思いました。水コントロールの技術的な水準は非常に高い反面，利根川河 口堰で

は，塩分コントローノレと関係漁民 ・農民との関係など解決されていない問題があり ，

一部の質問には，十分に納得のゆくほどには答えてもらえなかったこともあります。

また，利根川流域には美しい公園があって，河川技術者と沿川住民との連繋が良い

と思いましTこ。

高橋：数年前のベストセラー『日本人とユダヤ人』の中で，日本人は自由と安全と

水はただであると思っている。そこが，典型的なユダヤ人と日本人との違いであると

書いてありました。

プラス：なるほど面白い話ですね。 しかし，日本は考えようによっては，ありあま

る水に苦労しており，水に苦慮しつつそこから活力を生み出そ うと している点では，

イスラエルと共通しているともいえますね。
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高橋 どうもありがとう ございました。

（この対談は，昭和53年2月28日， 霞山ピノレ花山で、行なわれた。対談は英語で

行なわれたが，門馬淑子さんがその対談記録から日本語に翻訳された。）
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