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１．エジプトの水資源問題
グーグル・アースなど衛星画像に一目瞭然だが，エジプトの農地と人口は狭く細い国土
のたった５％に過ぎないナイル川流域に集中している。古代エジプト人が不毛の沙漠の
「赤
い土地」と対比して豊かな土嬢の「黒い土地」と呼んだ空間である。つまり，古代ギリシ
アの歴史家ヘロドトスが「ナイルの賜物」と称したように，エジプトはナイル川に依存す
る社会であり，それは21世紀においても変わらない。４千年以上も前から文明を育んでき
たナイル川は，現在もエジプト社会を支えている。
とはいえ，エジプトの人口は高い率で増え続けており，生活水準の向上とともに，水需
要も増大している。エジプトの総人口１億人に必要な水は年間795億立方メートルだが，
現在エジプトの年間水資源量は660億立方メートルのみであり，135億立方メートルの水
を再利用でしのいでいる計算になる（Omar and Moussa 2016: 404）。
しかし，ナイル川の水供給量を技術的対応で増やすことには限界がある。ナイル川上流
国の水源地帯で雨量が減れば，たちまちにエジプトは影響を受けるからだ。現に，1970年
代末から1980年代半ばまで，ナイル川水源地帯における降水量の減少によりアスワン・ハ
イダムの水位は下がった。その結果，1986年から1987年にかけて，デルタ西部の周縁地
では水不足に陥ったことが報告されている（Barnes 2013: 264-265）。
加えて，エジプトに流れる水量に大きな変化をもたらしかねない巨大ダムの建設がナイ
ル川上流国で進められている。その最も有名な事業は，2011年にエチオピアの国家プロジ
ェクトとして建設が始まった「大エチオピア・ルネサンスダム」である（佐藤 2021）
。こ
のダムは今年２月に発電が開始され，今後の動向が注目されている。
ナイル川からの取水量が低下すれば，とりわけ影響を受けるのは水需要全体の76％を占
める農業部門であろう（NWRP 2017）。食糧供給をさらなる輸入に頼ることも可能だが，
ひとたび国際情勢が悪化すれば，食糧安全保障に大きな打撃を与えることはウクライナ情
勢が示している（井堂 2022）。
こうしてナイル川水資源の逼迫が懸念されるなかで注目されるのが，地下水資源である。
本稿では，エジプトの地下水資源開発の現状を確認するとともに，今後の展望を考察したい。
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２．西部沙漠における地下水開発

～1958年から1990年代

西部沙漠には，ハルガ，ダハラ，ファラフラ，バハリーヤ，シーワの５つのオアシスが
ある。そこには古代から人々が住み，地下水を利用してきた。西部沙漠のオアシスが大き
く変わるのは，20世紀後半からである。人口を養い農業生産を増やし，雇用を創出するた
めには水を確保せねばならない。そのために，アスワン・ハイダムを建設する一方で，
1950
年代のエジプト政府が注目したのが西部沙漠（リビア沙漠）に眠る地下水資源であった。
南部で500メートル，北西部で2,500メートルの厚さをもち，2,199平方キロメートルに渡
るヌビア砂岩帯水層で，世界最大規模の帯水層に数えられる。この帯水層は，３万年以上
前の湿潤だったときの化石水を水源としており，再生不可能な水資源である。
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出所：Google Earth より筆者作成

⑴

ニューバレー（新河谷）・プロジェクト
西部沙漠における最初の大規模な地下水開発は，1958年に「ナイルの谷と並行して新し

い谷（ニューバレー）を建設する」ことをナセル大統領が宣言し始まった（Sowers 2011:
165）。1952年革命後の農業改革の一環として，1950年代末には「タフリール県計画」な
ど，当時の社会主義政策の一環として，開墾地を国営農場とした後に受益者に分配する開
発 事 業 が デ ル タ 西 部 や ア レ ク サ ン ド リ ア 周 辺 の 干 拓 地 で 進 め ら れ た（竹 村 2019;
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Springborg 1979）。「ニューバレー・プロジェクト」もまた，耕地拡大により農業生産の
増大を目指すとともに，1950年代当時の国民の大多数を占めた農民の福利厚生，雇用創出
を目的とした一大国家事業であった。当初の計画では，300万フェッダーン１の土地を開拓
し，400万人の定住人口を増やすという壮大な目標が掲げられた。
「沙漠開発公団」
（GADD）の計画にもとづき，水資源灌漑省が西部沙漠のハルガとダハ
ラ，ファラフラ・オアシスにおいて深度600～1,000メートルの深井戸を掘削した。これら
の1958年以後に掘削された井戸は，それ以前に地元住民が掘削した井戸と区別して「政府
井戸」と呼ばれる。地下水は国有財産であり水資源農業省の管理下におかれることから，
1958年以前からあった，住民コミュニティが掘削した井戸（bir ahali）が枯渇した場合も
「政府井戸」にとってかわることになった（Kato and Iwasaki 2016; Iwasaki 2020）
。
この「政府井戸」によって灌漑された区画を「沙漠開発公団」が整備し，３～５フェッ
ダーンの土地に分譲し受益者に貸与した。1960年代当初の受益者は優先権を与えられてい
たオアシスの土地なし農民であり，続いてナイル川流域に住む農学部卒業者，さらに大学
卒業者全般に対象範囲が広げられた。
しかし当初の目標と大きくかけ離れ，1974年の時点で受益者は91,000人にとどまった。
その大部分はオアシス住民であり，ナイル河谷から西部沙漠に移住した者はわずかであっ
た。ナイル河谷の住み慣れた土地を離れることが敬遠されたからである。加えて，水不足，
湛水や塩害，ポンプ修理や燃料などの技術的な問題のほか，道路，住宅や医療設備などの
インフラの不足，流通など様々な問題を抱えていたことが指摘されている（Gumuchian
1975）。
⑵

メガプロジェクト

―

トシュカと東オウェイナート・プロジェクト

1967年の第三次中東戦争後のサダト政権（1971～1981）下では，巨大な開発事業に対
する批判がアスワン・ハイダム建設後におきたこともあり，新規開発事業は停止していた。
新規の沙漠開発事業は，経済自由化にともない民間資本の役割が強調された1980年代に再
開する。1980年代のナイル川デルタ西部や東部での沙漠開発事業，西部沙漠では1997年
に発表された「南部河谷開発事業」である。この事業は，20年後の2017年までに340万フ
ェッダーンの耕地拡大を掲げる「国家水資源計画」の一部をなし，西部沙漠において140
万フェッダーンの耕地拡大と雇用創出を目指すもので，次の２つの事業を柱とした（Sims
2015）。
１つは，アスワン・ハイダムの南のナセル湖西の沙漠地におけるトシュカ・プロジェク
トである。この事業の第１段階では，政府が大ポンプ場でナセル湖から揚水し，長さ50キ
１	１フェッダーンは4,200平方メートル。
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ロのシェイフ・ザーイド運河を通じてトシュカ低地に導水し，さらに第２段階で先述した
ニューバレー・プロジェクトの行政県ニューバレー県まで，全長850キロに渡る運河を建
設することが当初の計画であった。計画が順調にいけば，第１段階の10年以内に54万フェ
ッダーンの沙漠地が耕地となり，280万人が雇用創出されナイル河谷から移住できるはず
だった。
しかし，地下水への漏水や塩類集積などの問題が生じ，土地開拓は大幅に遅れた。また，
ナイル川流域の人口問題と上エジプトの貧困解決策として大きな期待が寄せられた雇用創
出効果もなかった。大農場で雇用される労働者がいたとしても，その多くは泊まり込みで
働くだけで，定住する者はいなかったからである（竹村 2014）。
もう１つは，西部沙漠の真ん中に位置するダハラ・オアシスからさらに365キロ南の東
オウェイナート・プロジェクトである。この事業は20万フェッダーンの土地を開墾し，20
の民間投資家にそれぞれ１万フェッダーンを分譲するもので，そのために地下水を取水す
る83の井戸の掘削が計画された（WPRP 1998: 2-34-35）。
トシュカ・プロジェクトと同様に，東オウェイナートにおいても，事業の主な受益者は，
湾岸諸国の投資家と軍であった（Acloque 2019）。投資家は20年間の納税免除と設備機
材の輸入関税が免除される特典が与えられ，通常の地価よりもはるかに安価で土地を購入
することができた。主な軍企業には，1999年に軍の機関「国家サービス事業機構」
（NSPO）
によって設立された「東オウェイナート土地開墾・農業会社」がある。同社は，設立から
2010年までのあいだに２万フェッダーンの土地を開墾した２。
３．2011年革命後の地下水開発
⑴

メガプロジェクトの批判と再開
2011年革命後，トシュカ・プロジェクトは「ムバーラクのピラミッド」などとマスコミ

と世論から厳しい批判にさらされた（竹村 2014）。エジプトで長年都市計画の専門家とし
て研究を行ってきた Sims（2015）も，沙漠開発は耕地面積，農業生産，雇用創出のあら
ゆる点において失敗であったと指摘している。農業生産拡大とならんで雇用創出による生
活水準の向上を沙漠地開拓の目的としていたにも関わらず，トシュカや東オウェイナート
の農場は資本集約的な大農場であり，そこで使われているピボット灌漑は雇用創出に役立
つものではなかった（Sims 2015: 111）。また，土壌や灌漑水路の設計などの技術的な計
画・管理がずさんであった。排水の問題が当初から指摘されていたにも関わらず，多くの
分譲地では排水路がなく，事後的に設置された。そのため，広大な塩類集積地が形成され，
２	National Company for Land Reclamation & Agriculture in East Owainat
http://www.nspo.
com.eg/nspo/sharq.html 果樹や野菜，穀物の栽培のほか，家畜飼育や養蜂も行っている。
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開発事業を失速させる一因になった（Sims 2015: 77-78）。
2013年６月にスィースィー大統領が「第二の革命」によって政権に就くと，トシュカ・
プロジェクトは軍の主導下で再開された。湾岸諸国からの投資はサウジアラビアのアルワ
リード王子の土地契約暴露騒動によって停滞していたが，再びアラブ首長国連邦を中心に
投資家を集めている。とくに有名な企業は，アラブ首長国連邦の Al-Dahra 社と Jenaan
社である（Reuters 2014/10/2; Reuters Media 2015/12/5）。前者はトシュカ，後者は
東オウェイナートで，アラブ首長国連邦向けの家畜飼料用のアルファルファやジャガイモ
のほか，エジプト国内消費向けの小麦などを生産している。
東オウェイナートでも，地下水開発は進んでいる。井戸の数は，当初の予定であった83
から2000年に492，2018年には1,820へと大幅に増加し，開墾地は2000年の4,968フェ
ッダーンから20万フェッダーンに拡大した。それに伴い地下水取揚水量が大幅に増えてお
り，過剰揚水の問題が指摘されている（Ibrahem 2019）。
⑵

150万フェッダーン・プロジェクト
最近年の沙漠開発事業は，2015年にスィースィー政権が新首都開発事業，スエズ運河拡

張事業とならぶメガプロジェクトとして発表した「150万フェッダーン・プロジェクト」
である。その目的は，西部沙漠のオアシスとナイル川流域に近い沙漠において合計150万
フェッダーンの沙漠地を開墾し，エジプト全体の耕地面積を20％増やすことにある
（Ahram Online 2015/12/30）。それによって，食糧生産の増大と200万人の雇用創出が
期待されている。
開発は，３段階の計画で進められている。各段階で50万フェッダーンの土地が開墾され，
最終的に13,225の井戸が掘削される予定である。第１段階は2015年10月までで，ファラ
フラのサフル・バラカやトシュカ，マトルーフ県のモグラで50万フェッダーンの土地が開
墾され，水資源灌漑省が5,000の井戸を掘削したとされる。このうちの600は西部沙漠で掘
削されたものである（Ahram 2015/12/14）。第２段階は，ニュー・ファラフラ，コモン
ボ西部，ミニヤ西部，ダハラ・オアシス西部などで，50万フェッダーンの土地開墾のため
に1,312の井戸が掘削される（Egypt State Information Service 2016/3/11）。第３段階
はファラフラ中心部とミニヤ西部とされる。
事業主体は，農業土地開拓省や水資源灌漑省などの関係省庁が出資した合弁会社「エジ
プト農村開発会社」である３。同社は，井戸を掘削し道路や電気などのインフラを整備し
て，国内外の投資家や企業に土地を分譲している。2019年には，エジプト，サウジアラビ
ア，アラブ首長国連邦，クウェート，キプロス，ギリシア，スペインの会社に，ファラフ
３	Egyptian Countryside Development Company
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ラ，ミニヤ西部，モグラ，トシュカの開墾地90万フェッダーンを売却した（Egypt Today
2019/2/5）。また，このプロジェクトの最終目標は「新しいエジプトの農村」をつくるこ
ととされ，農民や若者にも土地を売却ないし賃貸している（Mada masr 2015/12/31）
。
トシュカ・プロジェクトと同様に，一部の学識者やメディアは150万フェッダーン・プ
ロジェクトに対して懸念を表明している。農民や若者の参加が建前で謳われているだけで，
受益者であるべき人々が排除されているという（Al-Monitor 2017/4/7）。また，地下水
の持続可能性も懸念されている。この事業の完成時には，エジプトが有する80億立方メー
トルの地下水のうちの４分の１を消費することになるという（Abdelkhalek and KingOkumu 2021）。
４．西部沙漠と地下水開発の今後
西部沙漠は，20世紀後半から技術と資本が投入され，大きく変貌した。「失敗」したト
シュカを別として，耕地面積が拡大していることは衛星画像の解析結果が示している。東
オウェイナートでは2000年から2018年のあいだに４倍，ダハラ・オアシスでは1988年か
ら2018年のあいだに２倍へと耕地面積が拡大した（Ibrahem 2019; Shalaby and Khedr
2020）。2011年革命後も急増している（Kimura et al. 2020）。筆者がフィールドとする
ラシュダ村でも，耕地面積はとりわけ1980年代に大幅に拡大した（Iwasaki et al. 2021）
。
耕地拡大を支えるロジックは食糧生産と雇用創出，人口過剰である。エジプト政府は開
発計画を発表するたびに，耕地拡大を食糧生産と雇用創出，人口過剰を解決する錦の御旗
としてきた。それは投資家による輸出志向型農業に貢献するかもしれないが，エジプト国
民の食糧安全保障にも雇用創出にもなっていないと批判されている。Mitchell（2002）に
よれば，耕地拡大は社会格差という問題の本質を技術的解決論に転嫁する方便である。
さて，これまでの地下水開発は耕地拡大を支える役割を果たしてきた。しかし，塩害の
深刻化や地下水位の低下など水資源への影響が深刻化するなかで，水資源政策に変化の兆
しがみられる。2017年に水資源灌漑省が発表した2037年までの「国家水資源計画」は，
供給から需要アプローチへのシフト，地方分権化，農業と水資源，排水の管理を統合する
「統合的水資源管理」を掲げている（Molle 2018: 26-27; NWRP 2017）。こうした新し
い水管理が現実のものとなるだろうか。そのためには農業土地開拓省をはじめ，関係省庁
や国際機関との利害調整が必要であり，政治と経済の今後が注目される。
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