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6 あとがき

ナイル川は古代エジプト文明を生み出し，人類史に重要な役割を果たした。

流域には現在10ヵ国が存在する。下流のエジプトと スーダンのみが古くから富

み栄えたのにくらべ，水源地域は極めて貧困な状態に取り残されている。これ
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ら内陸国は国際紛争や圏内の政情不安定を解決しえず，利水に積極的に取り組

める段階には至っていない。しかし貧困脱出には，濯甑による食糧生産や水力

開発等を進める必要があり，欧米諸国と世界銀行は， 1999年に NileBasin Ini-

tiative （ナイル流域の開発を誘導支援する国際組織。以後 NBIと略記する）を

発足させ，水資源の利用促進を支援しはじめた。貧困撲滅は政情安定や紛争回

避に，また環境保護にも欠かせない。

ナイル流域て、年間1,000mm以上の降水を期待できるのは，流域の 1/4に過

ぎず，大半は乾燥地であるため，流域降水量の約95%はエシプ卜に達する以前

に蒸発散により失われている。アスワン（流域面積288万 km2）における年平

均流量 （2,830m3/sec）の比流量は lm3/sec/1,000 km2でしかなく，世界の大

河のなかでも最小の部類に入る。地球温暖化が進行するとこの地域では，降水

量の増分以上に蒸発量が増えるものと懸念される。エンプトとスーダンにまた

がるアスワンハイダムの経年貯留によって調節された水量は，全量がすでに両

国によって使い尽くされているので，内陸国が濯甑開発を進めると，下流に到

達する水量はさらに減少し断流も生じかねないことは明らかである。

ナイル流域には，下流利水国の既得権主張と水源国の水利権主張との調整，

先行して利水した固と未利用のままできた後発国間での水利権調整，植民地宗

主国が代行当事者となって定めた水利協定の見直し，等の課題が山積している。

どの国にとっても水資源の確保は死活問題であるのに，水量そのものに強い制

約がある乾燥地域での調整であるだけに，容易に解決できる課題ではなL、。下

流の 2国は水利構造を節水型へ転換する構造改革を迫られているのに，なかな

か実効を上げえずにいる。

中東の乾燥固とも違い，アフリカ南部や地中海諸国とも共通点の少ないナイ

ル流域について，水資源の置カ通れている状況に関する資料を整理する。なお本

稿ではナイル川の上流部，スーダンまでについて述べ，アスワンハイダムなら

びにエジプトの水利用に関する現況と諸問題については，「国際河川ナイル川

の水資源（Il）」として稿を改めたL、。

2. 流域諸国の状況

2 - I. 流域の水文概況

ナイルの本流（白ナイル）は赤道直下のヴィクトリア湖に発し，赤道湖水地

方の降水を集めてスーダン南部の湿地に入り，スーダンの首都ハルツームでエ
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チオピア高原に発する急流青ナイルを合流し，さらにその350km下流でアト

バラ川を合流したあとは，無数の澗れ川の流路はあるが合流支川のない一本の

流れとして沙漠の中を縦断し，北緯31度の地中海岸まで流下する。ヴィクトリ

ア湖に流入する小河川のうちで最も長いカゲラ川の水源が，ナイルの源流とさ

れている。そこはブルンジ領内，南緯 4度付近の熱帯雨林にあり，コンゴ川に

つながるタンガニーカ湖の流域に境を接する。流域の概念図を図 1に示す。本

JI I延長は6,700km，支川を含めた河川の総延長は37,500 km tこ及ぶ。流域の総

面積は300万 km2で， うち湖沼が8.15万 km2，湿地が 7万 km2を占める。

流域には10ヵ国が存在し， 2億5,000万人が生活している。ナイル流域に領

土全体が含まれる国はウガンダのみ，領土の大半が含まれるのはエジプト，スー

タン，エチオピアの 3国，あとの 6ヵ国は一部がナイル流域を占めるに過ぎず，

なかでもケニア，タンザニア，コ ンゴ民主共和国の 3国の主要部は他流域にあ

る。

古くから濯甑を発達させ経済成長している下流の 2国からみて，上流の水源

地域は水文学的性格の異なる 2つのグルー プに分けられる（図 2）。本流 （白

ナイル）の上流，赤道－湖水地域の諸国は「南部流域諸国」，青ナイルとアト

パラ川の流域は 「東部流域諸国」と呼称されている。南部流域諸国で大きな面

積を占める国は，ウヵーンダ，ケニア，タンザニアであり，東部流域はエチオピ

アの西半分とエリトリアのごく 一部で構成される。アスワンハイダム竣工以降，

流量変動は経年貯水によ って完全に調節できているので，下流 2固にとって水

資源総量として 8割を下流にもたらす東部流域国，実質的にエチオピアが，南

部流域諸国よりも水資源供給国として遥かに重要な存在になった。

2 2 流域の社会経済状況

ナイル流域には極貧困世界順位10国中の 5国がある。流域諸国の社会経済状

況を示す若干の数値を表 1に掲げる。 一人あたり GNPが500米ドルに満たな

し、国が大半であるが， 3%前後もある人口増加率は GNPの増加率を凌駕し，

エジプト（現在1,000米ドルを超えている）を除いては一人あたり GNP値に

向上の兆しが見えない。いずれの国も圏内に極度の階層差を抱えていて， 富裕

層と貧困層での数値は大幅に異なるので平均値が必ずしも国情を表しているわ

けではないが，一人あたり GNP値の低い固では概してインフラ整備が行き届

かず生活の質が低い。乳児や妊産婦の死亡率の高さには，保健衛生水準や食糧
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図2 白ナイル，青ナイルの流域訪問

事情の乏しさが大きく影響している。流域内の人口は2.5億人であるが， 2025

年には 6億人に達すると推計されている。

ナイル流域で、潅甑農地造成可能と推定される土地のうち，既に濯概されてい

る農地の面積比率として FAO （国連食糧農業機構）が推計した数値を表 2に

示す。 世界の耕地15億 haのうち濯甑農地は約17%に過ぎないが，そこで世界

の穀物の40%が生産されているといわれる。 表によるとスーダンとエジプトで

は70%が既に潅甑されているのに，ブルンジではゼロ，エチオピアとルワンダ

では 1%，ケニアでは 3%に過ぎない。沙漠の国で天水農業は成り立たないの

で，エジプトの農地はすべて濯瓶農地であるが， 内陸諸国では大半が天水に頼っ

ている。安定して食糧を自給することのできない国の経済的離陸は難しく，栄

養不良では感染症死亡率も高い。安定した食糧生産を可能にするためにも，農
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表 1 流域諸国の経済・保健状況

年 GKP 平均寿命 人口 推計人口
妊産婦 乳児 水道

国 1995年 2025年
死亡率 死亡率 普及率

（米ドル／人） （歳） （百万人） （百万人）

エリトリア 無統計 4S 4 7 1800 117 24 

エチオピア 100 49 55 127 1100 73 46 

タンザニア 120 51 30 63 1100 104 54 

7・ルンジ 160 49 6 14 1900 114 65 

ルワンダ 180 46 8 16 2300 100 41 

ウガンダ 240 42 21 48 1100 81 50 

コンゴ 264 52 44 105 940 128 45 

ケニア 280 58 28 64 1300 77 49 

スーダン 493 54 28 58 1500 66 75 

エジプト 790 63 63 97 170 37 95 

注） GNP (1995）と人口は主として世界開発報告 1997年版，妊産婦死亡半は生産 10万あたり．

乳児死亡率は生産 1000あたり （じnicef1995) .水道普及率は対人U% (¥¥'HO＋じnicefReport 

2000) （戸別配管とは限らなし川 2

表 2 流域諸国の議税可能面積と批准政農地面積 CFAO1997，ト；BI2001) 

！五l
J整担正可能面積 既i草紙農地面積 i産統率

（万 ha) （万 ha) （%） 

ブルンジ 8 。。 。。
ルワンダ 15 0.2 1.3 

タンザニア 3 1.0 33.3 

ケニア 18 0.6 3.3 

ウガrンダ 20 0.9 4.4 

コンゴ 0.0 0.0 

エチオピア 222 2.3 1.0 

スーダン 275 193.5 70.4 

エジプト 442 307.8 69.6 

地とくに濯甑施設の整備普及は急務である。 しかしエジプトでは潅瓶農地の造

成速度以上に人口が増えるので，国民一人あたりの農地面積は減少し続けてい

る。したがって人口増加率の抑制も流域諸国での重要な課題である。

FAQの試算では，ナイ ル流域の既濃甑農地1,019万 haに加え，あと 50%の

瀧甑農地の開発が可能とし、う。しかし可能農地面積に仮に年間可能蒸発散量の
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半分の lmを乗ずると年500億 m3になり，これは現在エジプトの年間取水量

に匹敵するので，ナイノレ下流は断流に至りエジプトは営農できなくなる。エシ

プトがナイル流域の新しい水利秩序確立に主導権を握ろうとしているのは，下

流既得権の保証を上流諸国に承認させたし、からである。内陸諸国の瀧概開発を

エジプトとスーダンは看過できないわけだが，内陸国も下流の既得取水権を従

来通り黙認しては自国の農業開発が不可能なので，全量を承認するわけにはレ

かない。いずれにしても，スーダンとエジプト 以外の国では，濯甑にも発電に

も河川はさほど利用されておらず未開発の状態にある。

3 流域全体の水収支と水力資源

3 - 1 降水量，流出量と水収支

流域は熱帯雨林から沙漠まで複数の気候帯に広がっている。流域の降水量分

布については，村上によ って紹介されている図 3が唯一のものである。源流地

域は海洋から離れており，年1,500mmを超える地域はわずかしかなL、。気象

観測点（理科年表）で最大の降水量を示すのは，ヴィクトリア湖北西湖畔のエ

ンテベで1,620mmである。 NBIによると流域の平均降水量は560mm，流域

の総降水量はおよそ 1兆6,800億 m3である。

アスワン上流各区間の流量を， NBIは1960年以前までのデータに基づく年

平均値として，図 4の通り公表している。これによると本流（白ナイノレ）上流

部では多量の降水があるものの，その大半は蒸発散によ って失われサッド湿原

から下流への流出量はわずか150億 m3に過ぎない。 一方，エチオピア高原か

らは青ナイル540億 m3，ソバト JII 135億 mヘアトパラJll120億 m3, 3川を合計

して約800億 m3の水がナイルにもたらされる。したがってスーダンとエジプ

トが水資源の総量として重視するのは，青ナイルを中心とするエチオピア高原

からの流出である。

流域降水量と図 4から，エジプトに達するまでのナイノレ流域の水収支を概算

すると図 5が得られる。流峡降水量の約86%が河道への流出前に蒸発散してお

り，河道と湖、沼への流出率はわすーか14%に過ぎない。また流下途中での水面と

湿原からの蒸発散量を差し引くと，スータンーエジプト国境（アスワン）への

到達水量とみなされている840億 m3は流域降水量の 5%である。さ らにスー

ダンの取り分とナセノレ湖からの消失量を差しヲ11,、てエジプトがダムから取り出

せる水量555億 m3は，流域降水量のわずか3.3%に過ぎなし、。
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人2へ反Q~二む：〉
Ii}._ /////////// 
(cJ6.7%) I ナイノル~i!kへの淳之次重量

流出せず蒸発散

1兆 4500億 m3(86.3%) 

水面と湿原からの蒸発散
1460億 m'(8.7%) 

ナセル湖からの蒸発・浸透
100億 m3(0.6%)

スーダン権利分（毎替）
185億 m'(l.1%) 

図5 アスワン上流域の水収支

も

1兆 6800{J意m3(100%) 

河川・湖沼への流出
2300億 m3(13.7%) 

アスワンへの到達流量
840億 m3(5.0%) 

エジプト利水分
（残された水量）

SSS {J意m3(3.3%)

（流域への年降水総量を I兆6800位、m＇とみなしての概略 ）

3 2 河川勾配と包蔵水力資源

ナイル本流は河口から約5,000km にわたり緩い勾配が続 くが，エチオピア

高原から流入する支川はいずれも急流であり ，なかでも青ナイルは1.44/1,000

(1/700）の勾配をもって高原を下る。ナイル川全域の河床縦断勾配を図 6に示

す。ナイルで、大きな水位差を利用できる地域は，本流最上流の湖水地方と青ナ

イルで、ある。

本流はスーダンの湿地帯から上流部に高度差があり，ヴィクトリア湖との聞

におよそ年230億 m3x 600 mの落差に相当する水力エネルギーが潜在してい

る。スーダン領以降の白ナイルは落差が少なく ，水力開発には適さない。青ナ

イルは流量調節を必要とするが，タナ湖とスーダン平原と の問で，およそ年

800億 m3x 1,200 m に相当する水力エネルギーがある。NBIはナイル流域で‘開

発可能な水力を2,000万 kWと推定しているが，既開発水力は600万 kW Uこ過ぎ

ない（表 3）。未開発水力の大半は，白ナイル上流のケニア，ウガン夕、，コン

ゴ民主共和国と青ナイ ルのエチオピア領内にある。

なお現在ナイル流域て、まとまった大規模発電はアスワンハイダム （貯水池水
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表 3 流域諸国の既設水力と米Im発水）J (NBI 2001) 

j'!i] 
既設水力 未開発水）J 開発率

()j kW) （万 kW) （%） 

フ’ルンジ 5 12 29 

ルワンダ 6 4 60 

タンザニア 33 26 56 

ケニア 74 600 11 

ウガンダ 11 138 7 

コンゴ 6 260 2 

エチオピア 162 600 21 

スーダン 24 72 25 

エジプト 285 14 95 

位により 175万～90万 kW）とアスワンダム（約100万 kW ）でなされており，

約555億 m3の水量と両ダムでの約（60m+50m）の落差をもって，年間100億

kWh前後の電力が取り 出されている。 この電力はアスワンハイダムの完成時

にはエジプトの電力需要の約50%を満たせたが，需要が伸びた現在で、はJO数%

を満たすに過ぎず，残りは圏内で産出する石油と天然、ガスによる火力発電に

よって供給されている。

3 -3 内陸電化と電力の国際リンケージ

水力発電は内陸国の電化に資するだけでなく，近隣国家間での電力と食糧の

交換や安定した外貨収入に資すると考えられる。

また欧州諸国にと って，脱原発と二酸化炭素排出抑制lを進める中での代替電

力源として， ナイル上流の包蔵水力は魅力的で、ある。欧州の電力網は東西につ

ながっており，ピー ク時間帯が連続的に移動する各国間での融通に好都合であ

る。ナイル奥地からの送電は， 欧州の原子力発電所が担っていたような基底電

力を欧州電力網に供給できる。 包蔵水力として推定されている2,000万 kWは

内陸が電化されると容易に費消される量でしかないが，それまでの期間，域外

への輸出も可能である。 現在， 北アフ リカの送電網はモロ ッコ スペイン聞の

海底送電線を経由して欧州、｜に連結しているが，アルジエリアの一部， リビアー

エジプト聞は繋がっていない。リビア ーエジプ卜間未開通区間750km (400 

kV）の送電線建設は， エシプトの火力発電電力の欧州輸出を主目的に2003年
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5月に着工， 2006年完成が予定されている。将来ナイ ル川上流諸国の水力開発

とエジプトまでの送電線建設が実現するならば，ナイノレ川の奥地からアラブ諸

国に，また北アフリカを経由して欧州諸固まで連繋が可能になる。なおエジプ

トの天然ガスを，ヨルダンを経由してシリアまで輸出するパイプラインは，イ

スラエル領を避け長さ16kmの海底パイプラインでアカバ湾を横切るルートに

変更され， 2005年完成を目途に建設中である。

4. 白ナイ Ji,.流域の水資源状況

ナイルの本流て、ある白ナイルはヴィ クト リア湖に発する。しかしその名称は

上流部からJI債にヴィクトリアナイル，アルパートナイルと変わり，スーダンの

平地に入ってから AlBahr al J ebel （山の）｜｜）さらに AlBar! al Abyad （白ナイ

ル）と呼ばれる。図 4をもとに各区間の水収支を明らかにする。

4 1 ヴィクトリア湖の水収支

ヴィクトリア湖に流入するカゲラ川のi源頭が河口からの最遠点である。カゲ

ラ川は，ブルンジ領内の東経30度，南緯 4度付近の台地に発し， 600km余り

流下して西側からヴィクトリア湖に流入する。ヴィクトリア湖は赤道直下に

あって，九州の 2倍弱69,000km2の水面積をもっ広大な湖である。かつて英国

植民地時代にナイル川の貯水池としての利用が立案 （百年貯水計画）されたが，

10 cmの水面変動による貯水量変化は69億 m3にも達する。

湖面は図7に示すように 3ヵ国にまたがり，湖底の領有権は南部がタンザニ

ア，北東部がケニア，北西部がウガンダ領であるが，漁業権については係争が

あるようである。湖からの流出口は北岸のウガンダ領のみにあり，ナイル本流

としてスター卜するヴィクトリアナイルの流水を利用できるのはウガンダのみ

である。タンザニアとケニアの国土の大半はインド洋側東斜面にあるが降水量

は少なく，流域界をなす山地の西斜面には降雨があるけれどもヴィクトリア湖

に流入してしまう。両国がヴィクトリア湖の水（水面高1,120m）を引水し東

斜面の開発に利用できれば農業生産は確実に増やすことができるが，地形的に

容易ではなし、。

ヴィクトリ ア湖湖面への降水量の平年値は，熱帯雨林地域でありながら南大

西洋から離れているので，わずか1,000～1,400mm  にすぎない。ヴィクトリア

湖の成因は台地に水が貯ま ったもので，水深は浅く最深部で80m しかない。
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したがって湖面蒸発で失われる水量が相対的に大きく，降水量と蒸発量の微妙

なバランスで辛うじて下流へ水量が産み出されている。

NBIは湖面への平均降水量として最近の観測値上450mmを採り水面積を乗

じて，湖面降水量を年1,000億 m3と推算している（図 4）。しかし湖面からの

蒸発量が年間1,370m m= 945億 m3もあるので，差し引き80mm／年相当の55億

m3しか残らない。一方，ヴィクトリア湖の周辺流域の平年降水量は600～

1,000 mmでしかなく，熱帯での大きな蒸散があった後に湖に流れ込む水量を

180億 m3と見積もっている。したがってヴィクトリア湖への合計流入量から

湖面蒸発量945億 m3 をヲ 1~ 、た235億 m3 が，ヴィクトリア湖からナイルへの流

出量である。

河口からの最遠点であるカゲラ川は，熱帯特有の豪雨を受け雨期には奔流と

なってヴィクトリア湖に流れ込むといわれるが，強い蒸発と湖の広大な水面積

が熱帯特有の流入量変動を完全に平滑化してしまう。なおこの湖で漁獲される

大型の自身魚であるナイルバーチ （スズキの一種）は欧米諸国に輸出されてお

り，日本も外食産業向けに年1,000t程度を輸入しているとし、う。

4 -2 ケニアとタンザニアの水資源要求

ヴィクトリア湖の湖面と湖岸の一部ならびに湖に面した幅200kmほどの西

斜面はケニアとタンサ、ニアの領土である。そこには年1,000mm程度の降水が

あるから，両国はヴィクトリア湖の水源酒養国である。しかし両国の主要部は

山塊の反対側にあり，ヴィクトリア湖を後背山地に頂くだけで， インド洋に面

した東斜面の降水量は少なく半乾燥地帯である。東斜面と湖の聞には山塊と

250 km程度の距離があり濯甑用水として簡単に利水できる地形ではない。

ヴィクトリア湖に流入する西斜面の水を利用したし、ケニア政府は，先発の下

流 2固によるナイル特権を激しく非難し割譲を要求している。すなわちナイル

源流地域の水利用に対しエシプトとスーダンに事実上の拒否権を認めた1929年

の英国植民地協定（旧アスワンダム建設時の水利協定）は，東アフリカ諸国の

代表として宗主国の英国がエジプトとの間で協定したもので，作成過程でも参

加していなかった現地政府がL、まも って拘束される必然性はないから，見直さ

れるべきだと主張している。しかし両国の水利用要求に対して，エジプトやスー

ダンは既得水利権を主張し，また割譲する余裕はないとして一切認めない立場

をとっているが，ケニア，タ ンザニアの貧困脱出のためには，いずれ国際社会
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イギリスーエジプト エチオピア

ドイツ領

東アフリカ（現タンザニア）

図8 赤道・湖水地方の1913年時点の宗主国関係

（朝日・ Times編世界歴史地図から作成）

が調停して東岸地域での利水を認めさせる時が来ると思われる。この地域は図

8 ~こ示すよ うに，かつて英国， ドイツが宗主国として分割していたもので，水

利権協議以前に西欧嫡民地経営政策の清算を迫られている地域である。流域内

に存在する唯一の水利協定であるエジプ卜と英国 （1929年），エジプトとスー

ダンの協定 （1959年）については，続稿で述べる。

なおルワンダ、とブ、ルンジ（ともに旧ドイツ領東アフリカ）はヴィグトリア湖

の西方の山中にある小国である。ナイル川最奥の熱帯雨林に位置し両国に降

る豪雨が両国を通過して湖に流入するので，水源国としての権利を主張してい

る。実際には流入水の大半は湖面から蒸発して失われるので，ナイル最下流の

エジプトに達する水資源への両国の寄与率は低い。しかし新規の水資源利用で

潤うことになる国には，水源国への応分の見返りを要求するものと思われる。

なおルワンダでは1994年に，フツ族過激派による フツ族穏健派とツチ族に対す

る大虐殺事件により80万人が死亡した。国際法廷での人道裁判が続いているが，

国内情勢は一応平穏である。 一方ブールンジでは1993年に内戦が勃発したが，現
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マーチソンiii!

落差 120M

-110KMー

ヴイクトリアiliJJからスーダン低地までの水付差（NBD

在は一応の和平が達成されている。しかし両国とも 1998年から続く隣国コンゴ

の内戦に出兵しており ，情勢は未だ流動的である。

図9

湖水地方の水収支

ヴィクトリア湖からの流出口は北方にー ヵ所しかない。図 7で示したように

湖を出て110km流れたヴィクトリアナイルは，キョウヵー湖に流入する。キ ョ

ウカ、湖は湿潤な平野を後背地にもつ広大な高原台地の湖面である。後背地支川

からの流入は年間30億 rn:iあるが湖面からの蒸発が40億 m3もあるので，図 4

で示したようにキョウガ湖を経由するうちに水量は減少する。ここで調節され

た水量が約300km流下した地点の，岩盤が強固でかつ狭窄している部分に出

来たマーチソンの滝（落差120m）を落下してアルパート湖（モブツ湖）の東

岸に流入する。ヴィクトリア湖の水面高は海抜1130 m，キョウガ湖のそれは

1,030 m あり，この位置エネルギーを保有した状態で，流量が平準化される効

果は大きい。ヴィクトリア湖からアノレノミー ト湖までの聞に滝と急流て、失われて

いる高度差は，図 9に示すように510m あ り，包蔵水力の利用に重要な地点で

4 -3 

ある。

アルノくート湖（モフツ湖）はその南側の上流に連なるエドワード湖（アミン

ダター湖）とともに大地溝帯に出来た深い湖であり，蒸発損失は少ない。アルパー

ト湖はキ ョウカ湖経由のヴィ クトリアナイルを流入させたあと，北方の出口か
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ら平地の穏やかな河川に様相を一変させて流れ出す。

NBIは湖水地方の水収支として，ヴィクトリア湖からキョウガ湖に235億 m3

が流入し， 10億 m 3を減らした225億 m 3が次のアルパート湖に入り，地溝帯の

河水を集めて265億 m 3に復してアルパートナイルに名を変えてスーダン低地

に流下するとしている （図 4）。スーダンに入ると，スーダン語で AlBahr al 

J ebel （山の）, , ）と名を変える。途中の河川をあわせて，サッド湿原に流れ込

む年平均水量として NBIは313億 m3との値を得ている。

なおアルパート湖の中央にウガ、ンダとコンゴ民主共和国 （旧名ザイール，旧

ベルギー領）の国境線があるため，湖面に落ち込むコンゴ領土の急峻な東斜面

はナイル流域に属する。 1998年から続くコンゴ内戦では，ナイル流域のウヵーン

ダとルワンダが，コンゴの反政府部族を支援する形で介入しコンゴ北東部 （ウ

カn ンダの北西端と国境を接する）を占拠していたが， 2002年 9月に和平協定が

調印され，コンゴの内戦は終結に向かっていた。しかし部族聞の対立が再燃し，

2003年 6月から国連多国籍軍 （主体はフランス軍）が派遣されている。飢餓の

深刻化を含めコンコ‘内戦での死者は200万に達すると報じられている。コンコ、

民主共和国の領土の大半は大西洋に面するコンゴ川流域にあるが，和平プロセ

スの進行にあわせナイル流域諸国への国際支援にも与ってし、る。

4 4 サッド湿地帯の水収支と蒸発散抑制計画

湖水地方から流れ出た川は数万 km2といわれる広大な湿地帯に入る。この

湿地帯は巨大な沼沢地となっており，毎年6月から 9月までの 4ヵ月聞は一面

の氾濫原となる。サッドとは「閉鎖」とか「障害物」の意味で，よそ者の通過

を拒んでいた。迷路のように入り組んだ水面に，多数の探検家が出口を見失っ

て絶命したとし、う。湿原は野生生物の宝庫であり，渡り鳥の飛来地でもある。

浮き草の中に極端に蛇行している水流の縦断勾配は 3/10,000程度と推定され

る。

サッド湿原の水収支としてNBIは，湿原への年間流入水量459億 m 3に対 し

309億 m 3が消失するので，流出は150億 m3と見積もっている （図4）。この間

に湿地の広大な水面積をもって流入流量の変動は自然に調節され，多くの生物

活動が営まれているわけだが，下流での水資源利用量を増すべく消失水量を削

減したいとの開発案が着工されていた。

(1) 湿地短絡排水路による蒸発散抑制
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図10 湿原に 7割かた掘り進められたジョ ングレイ運河（排水路）

エジプトとス ダンの 2国が上流ナイノレ計画として立案したもので，いす．れ

も短絡排水路を建設して湿地から蒸発する水量を減らそうとするものである。

計画は 4案からなり，ジョングレイ一期（開発予想水量40億 m 3），二期（30億

m 3），マシヤール（40億 m 3），ノし、ルエルガザル（70億 m 3）で，全計画が実施

されると，下流での利水量を年間180億 m 3増加させうると見積もられ，建設

資金と利水量は両国で折半する約束が交わされていた。（エジプトの取り分は
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途中蒸発を差し引き70億 m3余と推定されている）。

まずジョングレイ第一期計画（図10）が1976年に着工され1980年代半ばに完

成する予定であったが， 70%まで掘削した段階でスータンの経済破綻と内戦激

化のため1983年に工事が放棄されてそのままになってレる。 4番目の案は，

140億口13を湿原に持ち込むガザル川が，下流流量にはわずか 6億 m 3しか寄与

していないとの推定に基づく排水路案であったが，この案も頓挫している。

国連環境計画（UNEP）はミレニアム生態システムアセスメント（MA）を

200 l年 6月5日に立ち上げたが，このジョングレイ排水路計画は，食糧生産の

ためと称する水需要対応が，生態系関連 3条約 （生物多様性条約，ラ ムサール

条約，沙漠化防止条約）への脅威となる好例である。エンプトでは食糧問題解

決の方が，生態系保護よりも重要との新聞論調が発表された （TheEgyptian 

Gazette 1999. 4 .24）。工事再開のめどは立っていないが，生態系保護論議が

世界的に盛り上がっている現時点での再着工は難しいと思われる。

(2) スーダンの農業地帯

ハルツーム南方の青ナイルと白ナイルに挟まれた南北に長い広大な地域 （幅

100 km，長さ200km）には，青ナイルの洪水期の高水位を利用して流入させ

るタイプの穫甑水路網が発達している。両ナイルの水位差を巧みに利用するも

ので，排水先は常に白ナイルである。スーダン領内の青ナイルに設けられてい

る2つの貯水池に加え，エチオピア領内にも貯水池建設が進めば，いずれ低水

濯淑施設への転換が必要になってくると思われる。なおエチオピア高原から供

給されるソパト ）｜｜は白ナイルに流入するので，スーダンは既に白ナイルに設け

たアオリアダムを通じてその洪水を利用している。

(3) 南部の反政府勢力

スー ダンでは上記の細長い農耕地と首都ハルツームに農業生産と人口が集中

し国家の主要部を形成しているが，上流部のサッド湿地帯南部には合計20～40

万人と推定される多くの部族が牧畜，農業，漁業を営んでいる。これら少数部

族が住む地域は反政府勢力（スーダン人民解放軍 SPLA）の支配地域となって

いる。スーダン北部には農耕民が住み，南部では牛を飼う牧畜民が湿地の氾濫

に合わせて季節移動しながら生活していて，両者が民族的にも宗教的にも異な

ることを英国が分断政策に利用したのも災いしている。中央政府と反政府勢力

は20年間続いている内戦から抜け出すための和平協議を続けていたが，米国務

長官の仲介を得て， 2003年12月末を目途に包括的な和平合意を目指すことを合
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意している（2003年10月22日）。スーダンでは石油生産が軌道に乗り，国家財

政が2001年に単年度で黒字に転じたとのことなので， 和平実現の見込みはある

が，いまだ予断を許さなし、。

5 青ナイル流域の水資源状況

青ナイルはエチオピア高原のタナ湖（海抜1,784m，水面積3,600km人 琵琶

湖の 5倍強）に発し，高原の南東側斜面を迂回して高度約500mのスーダン平

原に流下し，スーダンの首都ハルツームで白ナイルに合流する。なお青ナイル

の現地名は，エチオピア領では AbayWenz，スーダン領では AlBahr al Azraq 

である。

5 - 1. 青ナイルの水文特性

青ナイルは本流（白ナイル）に比較して，流路延長も流域面積も数分のーと

小さいが，下流エシプトに達する水量の 8割を供給するので，水資源上ではよ

り重要な河川流域である。この高原には，地域により年600mmから2,000mm, 

平均しOOOmm程度の降雨が雨期に集中する。この高原に発する青ナイル川，

ソパト川，ラハド川，アトパラ川は，下流エシプトに定期的氾濫をもたらして

いた大もとだが，今も 8月中旬 （高原では 7月初旬）から10月上旬だけに集中

して洪水を起こす。このうちソパト川はハルツームの上流800kmのマラカル

地点で既に白ナイルに合流している。
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図11 アスワン流量の年変動と来『養成分
（村上雅博から同引用）
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下流アスワンにおける支川ごとの流量は図11に示す通りである。村上による

と，本川と支川の年間総流量の比率は，エチオピア高原に発する青ナイル系統

から84%，本流白ナイル系統から16%である。しかし青ナイルは洪水期のみに

大流量をもたらすので，村上はある渇水期には青ナイルが17%，白ナイルが83

%であったと述べている。また村上は，青ナイルはハルツームの合流点に高水

位をもって流入するので，背水水位が白ナイルに及んで、湿原に氾濫し，その水

は青ナイルの高水位が号11,、たあとに流下するので，合流点での流量は湿原で自

然に調節されていることを報じている。エチオピア高原からのこの洪水流出は，

アスワンに巨大な流量調節ダムを設けることによって初めて，下流国エジプト

が通年利水を可能にした水である。

しかるにエチオピア高原では熱帯性豪雨が表土を削って流出し，ガリ浸食と

地下水位の低下が進み，営農用水の確保にも難渋している。燃料として草木を

費消するため都市周辺の植生は枯渇し，流出係数は増大の一途にある。治山も

砂防も治水夕、ム も必要である。エチオピアは急峻な崖に守られた高原上にある

ので独立を保てたのだが，表流水が逃げ去り， 地下水水位が深く潜る地勢では

増える人口を養えない。エチオピア，エリトリア 2国の深刻な干ばつによる飢

僅が伝えられたが，経済的貧困がもたらす林木の枯渇など地表面の荒廃が根底

にある。

5 -2 青ナイルの河床勾配

青ナイルは高原のタナ湖から図12に示すように平均1.44/1,000( 1 /700）の

急勾配で海抜500m前後の平原に流れ下る。年800億 mJを超える流量がこの急

勾配を駆け下りるのであるから，巨大な包蔵水力である。源頭にタナ湖をいた

だく青ナイルを除き，この高原からは雨期だけに流れる酒川が多L、。高原から

逃げ去る水をエチオピア領内での利用に振り向けるには本川にも支）｜｜にも多数

の貯水池を造る必要があるが，高原台地の上にしか人が住んでいないこと，流

送土砂量が多いこと，急峻であることは開発を不利にしている。

5 -3 東部流域諸国の開発調整

NBIでは，エシプト，スーダン，エチオピアを「東部流域諸国」との呼称で

くくり，協調関係の醸成を最優先課題として進めている。先発利水国である下

流 2国と水源水量の 8割を供給するエチオピアの調整が，白ナイル上流諸国と
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図12 青ナイルの河床勾配 （NBI)

の調整よりも緊要の課題だからである。

エチオピアは，アスワ ン到達流量の全量を事実上エジプ卜とスーダンのみで

配分した1959年の 2国間協定を認めていなし、。エチオピアでは瀧甑可能な土地

のうち 1%しか潅甑施設化されていないので，かつて冷戦時代（1964年）に米

国土地開拓局はエチオピアの33地点にダムを設けて水力と濯甑 （43万ha）を

開発する計画案を作成した。実現すれば当時，社会主義国であった下流2国に

流出する水量が年40～80億 m3減少すると見込まれていた。このこともあって

下流のエジプトとスーダンは，エチオピアの水資源開発を常に牽制してきた。

エチオピア領内には軍事攻撃された場合の被害を軽減する目的もあって小規模

のダムが多数建設されているとも伝えられる。

しかしエチオピアの水資源開発に，下流国が一方的に反対していては何の進

展も得られない。米国，世銀と支援諸国はこの 3国を対象に， 2002年 3月，河

川開発総合計画の調整を開始した。エチオピアの濯甑施設整備と水力発電によ

る3国への電力供給計画の推進が主課題で，水利技術者訓練や洪水情報セン

ターの設立も含まれている（TheEgyptian Gazette 2002. 3 .20）。なおナイル流

域全体の効率的水利用の観点から考えれば，沙漠のただ中のアスワンハイダム

よりも蒸発量が3分の l：程度といわれているエチオピア領内で貯留した方が，
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利水総量を増やすことができて有利である。

なおアトパラ）｜｜流域のごく一部はエ リトリア領土にかかっている。エリトリ

アは20世紀初頭にイタリアの植民地と されていた。エリトリアとエチオピアの

聞では，長い内戦のあとも 1998年 5月以来，国境画定問題を巡る武力衝突が続

いたが， 2000年12月に和平合意が成立し平穏になっている。

5 4 アスワンダム開発水利の振り替え取水

ハルツームで青－白が合流したあとのナイルは，アトパラ川を始めとする大

小無数の澗川を受け入れつつ小集落があるだけの沙漠の峡谷を，ただ一筋の流

れとして1,300km下ってエジプ卜国境に達する。スーダンとエジプトの国境

はアスワンハイダムの貯水池 （延長500km）に135km入った地点にある。

両国は貯水池への年間流入量840億 m3から，消失水量100億 d を差し号ll、

た水量740億 m:iを，エンプト 3対スーダ、ン lの割合で利用することを1969年

の協定で締結している。しかしスーダンの水利用地点はダム堤体から上流に

1,500 kmも離れたノ、ル Yームの南方地域が主体であり，アスワンハイダムの

下流ではない。したがってスーダンの新規水利分は，実際には青ナイルに設け

たロゼリア夕、ム（RoseiresDam）で振り替え取水されている。なおこれに先

立ち1930年に嵩上げ工事が竣工したアスワンダムでスーダンが獲得した水利権

については，ハルツームから白ナイルを45km遡った地点にあるジュベル ・ア

オリアダムりubelAulia Dam) （貯水量約50億 mりから振り替え取水を行っ

ていた。この貯水池からは年間28億 m3が蒸発消失するとL、う。これらのダム

の位置関係を図13に示す。

アスワンハイダムの水利配分は，アスワン到達流量を経年平均で年間840億

m3と見なしての配分であるが，スーダン権利分185億 m3は上流ですでに振り

替え取水済みなので，実際にアスワンハイダムに流入する水量は計算上は655

億 m 3程度である。アスワンハイダムの詳細については稿を改める。

6. あとがき

古代エジプト文明は，ナイル川の氾濫を巧みに利用する潅甑法を確立するこ

とによ って成立した。古代王朝は紀元前30年に滅亡したが，以後もナイルの氾

濫を利用した濯甑農業は連綿として続き，古代ローマ，ビザンツ帝国，イスラー

ム国家（オスマン トルコ）の穀倉であり続けた。 5,000年間地力が持続され
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図13 青ナイル流域の流路と既存ダム

続けた農地， 農業形態はエジプトをおいて他にはない。河道内に工作物を造り

流量を人為的に制御しての営農は， 1860年代に英国がエジプトを夏作としての

綿花栽培地に改造しようとした時に始まる。 川に従う農業から川を統御する農

業への目覚めは，アスワンダムの 2度の嵩上げを経てアスワンハイダムによる

全流量の完全平準化に行き着いた。現在エジプトとスーダンはナイル川の全水

量を完全に使い尽くしている。

アフリカ内陸部は蚊が伝播する感染症と消化器系感染症が娼獄を極め，海岸

部以外には，西洋人は入り込めなかったのだが， 19世紀末から20世紀初頭にか
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けての30年間に欧州列強の植民地獲得争奪戦で、分割領有された。ナイル流域の

ほぼ全域は，カイロからケープタウンまで大陵を縦断して植民地とした英国に

支配された。英国はアスワンタームを嵩上げするに当たって，エジプ卜 12対スー

ダン 1の比率で，全水量を両国が利用できる協定をエジプ卜と締結した （1929

年）が，このとき英国はスーダン（エジプトと英国の共同統治下にあった）ほ

か全ての上流国の宗主国として調印した。

現在，ナイル流域には10ヵ国がある。瀧甑農業を発達させ，比較的豊かな国

を築いているのは，エシプ トとスーダンだけで，あと 8ヵ国は経済的にも貧し

し、状態にある。内 5ヵ国は極貧困である。流域で早くに発展した最下流の 2国

のみが事実上利水し尽くしていて，かつ協定をたてに既得権を主張して譲らな

いこと， 2国のみが軍事力，経済力とも圧倒的に強いこと，内陸国は自立もし

ていない時代に宗主国が代わって調印した協定に縛られていることなどは，流

域全体での水利協議に入ることを困難にしている。しかし国際社会は内陸国が

貧困から脱出するための支援として，濯j飯と発電を可能にする水文調査，新し

し、水利調整への働きかけ，隣接国家聞の融和醸成， 手lj水計画支援や技術者養成

に乗り出している。

本論ではナイル川内陸部の水資源状況を中心に述べた。次稿ではナイル水利

協定，アスワンハイダムの運用実績，エシプトの水資源状況などについて述べ

る。
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