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イスラエルは、ヨルダン川西岸の
全ての水資源と、ガザ地区の
重要な水資源を支配している。	  

	  
イスラエルはヨルダン川西岸下

の帯水層から90％の水を取水
している。	  

	  
パレスチナ人はヨルダン川の水

を利用することはできない。	  

支配 



1995年オスロ合意Ⅱ:  
パレスチナ人のイスラエルへの大きな依存  

暫定合意=5年 

地下水資源 イスラエルの年間配
分量 

パレスチナの年間配
分量 

西部帯水層 340 M㎥ (94%) 
 

22 M㎥ (6%) 
 

北東部帯水層 103 M㎥ (71%) 
 

42 M㎥ (29%) 
 

東部帯水層 40 M㎥  (42%) 
 

54 M㎥ (58%) 
(将来的に+ 78%必
要) 
 

合計 483 ㎥  
(全体の80％) 

118 ㎥  
(全体の20％)  

オスロ合意に従った量はパレスチナ人に与えられず 
パレスチナ人はオスロ合意前より水の割り当てが減っている 



イスラエル占領地との対比 
水消費量の平均: 
パレスチナ人1人当たり：50-70 ℓ/ 日 
イスラエル人1人当たり: 300 ℓ/ 日(入植者は369 L) 
WHOの推奨量：100 ℓ/日 
 
同じ地域内で大きな矛盾:  
 
 
 
 
 
 

 
共有の水資源配分の主な恩恵を受けているのは 

イスラエル市民、特に入植者であり、パレスチナ人は
その犠牲となっている 

 

イスラエル
占領地	  

1日1人当たり
の使用量（ℓ）	  

Ro’i	   431	  

Niran	   433	  

Argaman	  	   411	  

近隣のパレ
スチナの村 

1日1人当たりの
使用量（ℓ）	  

Al-Hadidiya 20 
Al-Oja 82 
Al-Zubeidat 82 

Figures by BTselem 



ヨルダン川西岸地区 



“恐喝”の横行 

ヨルダン川西岸地区の大きな水インフラの計画は水協議
会（JWC）の承認が必要である。イスラエルは、パレスチ
ナがユダヤ人入植地建設を承認することを条件に、パ
レスチナ人に不可欠の水インフラ事業を許可している。	  

	  
結果:	  	  
ü 約20万の人々は上水道へのアクセスがなく、水１ℓあた

り4倍以上の金額を支払っている	  
ü パレスチナで稼働している下水処理場は一つだけ	  
ü ヨルダン川西岸の住民の3分の１は下水道が整備され

ておらず、自分たちで作った肥溜や浄化槽に頼っている	  
	  
	  
	  
	  



ヨルダン川西岸地区 
2009年から2011年の間
にイスラエル軍が破壊し
たもの 

• 173　ヨルダン川西岸

の浄水設備: 

• 57 の雨水貯水槽  

• 40　地域社会に水を

供給している井戸 
• 食糧生産に必要不可欠
な灌漑（かんがい）設備
や少なくとも20のトイレや
流し場 

エリアＣ：入植者たちが、パレス
チナ地域の運命を決める企画
委員会を代表した 
 
 2012年の水インフラ破壊率は

今も改善せず	  
	  
上水へのアクセス拒否が、立

ち退きにつながっている。	  
特に、入植地拡大地域（ヨル

ダン渓谷、南ヘブロン丘）	  
	  
	  
	  



南ヘブロン丘での貯水池の取り壊し　 



入植による水へのアクセスへの影響 
入植地のインフラは水利用の増

大を考えて計画されたもので
ある。壁のルートは西部帯水
層から戦略的に将来水を取る
ために考慮されている。	  

	  
イスラエル入植者からの暴力的

な行動により、パレスチナ人が
水資源（泉）を利用することが
制限もしくは拒絶されている。	  

	  
ヨルダン川西岸地区のいくつか

のイスラエル占領地では自分
たちで汚水処理をしていない。	  

	  
	  
	  



メコロット:イスラエル国営水道会社 
•  ヨルダン川西岸地区のパレスチナ人は自分たちの使

う水の半分以上をメコロットから買わなければならな
いし、量も十分でない（その水はヨルダン川西岸から
取水したものであるにもかかわらず！） 

 
•  イスラエル入植地は大きな高圧パイプラインによって

供給を受けているが、パレスチナのコミュニティーで
はもっと小さな口径のパイプを使用している 

 
•  不平等な価格設定（入植地の住民は農業用水の補

助金を受けられる） 

•  メコロットは現在、アメリカ、ブラジル、アルゼンチン、
インド、ポルトガルでビジネスを展開し、ヨルダン川西
岸での経験を用いてビジネスを拡大している 



アリエル居留地の下水管の下流	

•  ヨルダン川西岸地区のパレスチナ人の69％は主要な下水道を利用できず、肥溜
や浄化槽に頼り、しばしばそれらを周りの環境に捨てている。これは十分な下水道
や下水処理設備が整備されていないためである。 

•  40％の汚水はヨルダン川西岸の占領地から排出されている。入植地は毎年、およ
そ35 M㎥の汚水を排出し、パレスチナの土壌や水資源にダメージを与えている。 



ガザ地区 



ハーンユヌス下水処理場の 
流出パイプ 

•  ガザの唯一の水源である沿岸帯水層は、人が使うには不適 
•  国連は、2016年までは（沿岸の帯水層の水が）消費が困難であることから

170万人のパレスチナ人がなんの代替も持たないまま水へのアクセスがな
い状態に陥るとしている 

•  飲料のために脱塩水に依存しているが、費用がかかる。 
•  60 %の家庭が下水道設備にアクセスがある。しかし、下水処理場の容量は

限界を超え、8500-9000万 リッターの汚水が毎日海へ捨てられている 



ガザ地区封鎖による 
水と公衆衛生への影 

•  イスラエルは、水インフラや公共衛生インフラの建設・
再建に不可欠な資材の搬入を妨害（2010年6月20日
ガイドラインに基づき、原則として94%の資材の搬入許
可がおりたはず）。 

•  水道や下水処理事業を稼動させるために必要な燃料
や電気の利用が制限されている。 

•  塩素など水の浄化に必要な化学薬品の搬入も遅れて

いる。 



パレスチナの気候変動と 
全地球気温の傾向分析 

Source: IPCC, 
2007 
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気候変動の水環境への影響 

気候パラメーター 
降雨 
気温 
湿度 
  
 

影響 
洪水 
干ばつ 
渇水 



気候変動影響  

土壌 
土壌劣化 
砂漠化 
土壌塩分（塩害） 
生産性 

農業 
農業活動の変化 
定性&定量 



パレスチナの洪水 

https://www.facebook.com/omran.abuabtah/
videos/vb.
100007510845156/1621960828064263/?
type=2&theater 



ご清聴ありがとうございました 


