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話の流れ話の流れ

1 世界の水資源の現状と問題1. 世界の水資源の現状と問題

– 水循環・水利用・水不足

2 私たちとのつながり１2. 私たちとのつながり１

– 温室効果ガス排出と世界の水不足

私たちと ながり3. 私たちとのつながり２

– 食料の輸入と世界の水不足
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１ 世界の水資源の現状と問題１．世界の水資源の現状と問題
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水循環とは

１．世界の水循環・水利用・水不足

水循環とは

降水量 000

世界の陸の水収支 (立方キロメートル)水循環の模式図

降水 蒸発

流出量
45,500

降水量：111,000

降水 蒸発

流出 蒸発量：65,500
データ出典：Shiklomanov, 2000, Water Int.

海陸

•地球の水は循環している。
陸への降水は蒸発と流出に分かれる 蒸発が約６割 流出が約４割

ポイント１
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•陸への降水は蒸発と流出に分かれる。蒸発が約６割、流出が約４割。
•流出量が水資源量。年間約４万立方キロメートル。



水利用とは

１．世界の水循環・水利用・水不足

水利用とは
水を使うとは 世界の取水量（立方キロメートル）

蒸発
工業・生活用水
→洗う、冷やす

総取水量：3,800
生活用水

380
工業用水
770

→流れに戻る。

農業用水
農業用水 2,660

データ出典：Shiklomanov, 2000, Water Int.

→撒く
→蒸発する。

•総取水量は年間約４千立方キロメートル（水資源量の約１０％）。
総取水量の内訳は農業用水７割 工業用水２割 家庭用水１割

ポイント２
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•総取水量の内訳は農業用水７割・工業用水２割・家庭用水１割。

•水は石油などと違い、使ってもなくならない。ただし、上流で蒸発させると、
下流で使える量が減る。また、使うと水質が悪化する場合もある。



世界の水不足の原因（１）

１．世界の水循環・水利用・水不足

世界の水不足の原因（１）

タイの河川の月別流量

流出の地理的な偏り 流出の時間的な偏り

世界の年平均流出量の分布 タイの河川の月別流量

量

世界の年平均流出量の分布

乾期作 雨期作

河
川
流
量

乾季 雨季

時間 [月]
データ出典：Hanasaki et al., 2012a

データ出典：Fekete et al., 2002, Global Biogeochem. Cy.

世界の人口の分布

時間 [月]

•流出・取水ともに、地理的・
時間的な偏りがある

ポイント３

6データ出典：http://sedac.ciesin.columbia.edu/gpw

時間的な偏りがある。
•水を輸送するのは難しい。
•水を大量に貯めるのも難しい。



世界の水不足の原因（２）

１．世界の水循環・水利用・水不足

世界の水不足の原因（２）

3200

世界の取水量の変化（立方キロメートル）

取水量は特に途上国で

ポイント４
3200

2400

1600

取
水
量

世界

工業用水

農業用水

•取水量は特に途上国で
まだ増加しそうである。

800

1900               1950               2000    2025

取

業用水

生活用水

データ出典：Shiklomanov 2000 Water Int

灌漑の増加 農業用水需要の増加

取水量増加の原因

食糧需要の増加

データ出典：Shiklomanov, 2000, Water Int.

工業用水需要の増加
発電用冷却用水の増加エネルギー需要の増加

製造用工業用水の増加産業活動の活性化
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人口の増加

収入の増加 水利用の多い生活スタイル
生活用水需要の増加



世界の水不足の原因（３）

１．世界の水循環・水利用・水不足

世界の水不足の原因（３）

• 途上国は水インフラ（社会基盤）が脆弱なこと途 国 水 ラ（社会 ） 脆弱な

– 利水設備（灌漑ダム・水路）

– 上水道（効率的な分配）

– 下水道（汚染の抑制）

• 途上国は水インフラを整備する
資金 技術 人材が不足している資金・技術・人材が不足している

• 教育・貧困問題へともつながっている。

水を汲みにいく子供

図出典：IPCC第４次評価報告書
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環境研の取り組み：全球水資源モデルH08の開発

１．世界の水循環・水利用・水不足

環境研の取り組み：全球水資源モデルH08の開発

•世界の水問題を扱うためのソフトウェア

1. 水資源と水利用の地理的な偏りを扱うため、1. 水資源と水利用の地理的な偏りを扱うため、
十分な空間分解能を持つこと。

2. 時間的な偏りを扱うため、１日単位で計算でき
ること。

約100km×100km

3. 水循環と水利用の両方を同時に扱えること。

水利用 水循環

世界で15,238格子

図出典：Oki and Sud, 1998, Earth Interact.
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２ 私たちの温室効果ガス排出と世界の水不足２．私たちの温室効果ガス排出と世界の水不足
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地球温暖化の原因

２．私たちの温室効果ガス排出と世界の水不足

地球温暖化の原因

日々の暮らし 産業活動

酸化炭素など二酸化炭素などの
温室効果ガスの排出

大気中の温室効果ガス濃度の上昇
（空はつながっている）

図出典：アメリカ海洋大気庁

11

地球の温暖化



温暖化は水循環も変化させる

２．私たちの温室効果ガス排出と世界の水不足

温暖化は水循環も変化させる
年平均気温の上昇

暖かい空気はより多くの
水蒸気を含むことができるため、
降水や蒸発が変わる。

2090-2099年

％度

夏季平均降水量の変化

％度

北半球の中高緯度で増加
地中海周辺や米国西部で減少
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2100年頃

注意：結果には不確実性が含まれます。

図出典：IPCC第４次評価報告書



温暖化による流出量の変化

２．私たちの温室効果ガス排出と世界の水不足

温暖化による流出量の変化
2050年までの年間河川流量の平均変化率（％） （SRES A1Bシナリオ）

(%)

２０５０年頃の流出量（現在からの変化の割合）
(%)

地中海周辺や米国西部
などで河川流量が減少

アジアの多くの地域では
河川流量が増加

出典：Reprinted by permission from Macmillan Publishers Ltd: Nature (Milly, P.C.D., K.A. Dunne, and A.V. Vecchia. (2005) Global pattern of 
trends in streamflow and water availability in a changing climate, 438: 347-350. ), copyright (2005) http://www.nature.com/

図出典：IPCC第４次評価報告書

河川流量が増加
ただし、雨季等に集中

温暖化が進むほど（温室効果ガスをたくさん排出するほど）、

13
注意：結果には不確実性が含まれます。

温暖化が進むほど（温室効果ガスをたくさん排出するほど）、
水循環の変化も大きくなる。



温暖化すると水不足はどうなるか？

２．私たちの温室効果ガス排出と世界の水不足

温暖化すると水不足はどうなるか？
将来の気候

水資源情報将来の社会経済

将来の水需要

経

世界の水需要の将来見通しkm3/yr

社会経済状況の変化

世界のGDPの総和（ドル）世界人口（人）

700兆
150億

50億

100億
500兆

100兆

300兆

14図出典：Hanasaki et al. 2012a,b, HESSD

注意：結果には不確実性が含まれます。

21002000 205021002000 2050

100兆



水不足の表し方

２．私たちの温室効果ガス排出と世界の水不足

水不足の表し方

ある地域（格子）の水需要と流出量の関係

水需要 流出量

不足量

1月 12月

不足量

取水量

水不足指標= 緑の面積(取れた量)
赤と緑の面積（取りたい量）

大きな水不足 指標<0.5

指標の分類
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中位の水不足 0.5≤指標<0.8

小さな水不足 0.8≤指標



水不足の将来見通し

２．私たちの温室効果ガス排出と世界の水不足

水不足の将来見通し
2050年頃の水不足
指標の現在との差

水不足地域に住む人口
世界の総人口

最良シナリオ
・小さな温暖化
・低い人口増加 ２９億人

２０億人
６１億人

2000年の値＝

増
・高い環境意識
・高い技術進歩

現状維持シナリオ

２９億人
７２億人

現状維持シナリオ
・中庸な温暖化
・中庸な人口増加
・中庸な環境意識

３６億人
８３億人中庸な環境意識

・中庸な技術進歩

最悪シナリオ
・大きな温暖化

８３億人
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・高い人口増加
・低い環境意識
・低い技術進歩

４３億人
８８億人



～ひとやすみ～ひとやすみ
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ここはどこでしょう？

水不足の現場から

ここはどこでしょう？

質問2: これは何が写っているのでしょう？

質問1: なぜここだけ緑なのでしょう？

質問3: この川の名前は何でしょう？

18
図出典：Google Map （Sanliurfaで検索, 縮尺100km ）



質問3: この川の名前は何でしょう？
答え３ フラテス川

水不足の現場から

答え３：ユーフラテス川

トルコトルコ

シリア

イラン

イラク

サウジアラビア
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質問2: これは何が写っているのでしょう？
答え２ アタチ ルクダム

水不足の現場から

答え２：アタチュルクダム

導水トンネル導水トンネル

アタチュルクダム。総貯水容量は49km3。
世界で約２０番目くらいに大きな貯水池。 20

写真：講演者撮影

図出典：Google Map



質問1: なぜここだけ緑なのでしょう？
答え１ ダムを利用した灌漑（かんがい）

水不足の現場から

答え１：ダムを利用した灌漑（かんがい）

トウモロコシ。

綿花ハラン平原はアタチュルクダムの完成に伴って大規
模な灌漑が可能になった。 ２年で５回の作付が可能。

21

綿花。

写真：講演者撮影



温暖化の懸念

水不足の現場から

温暖化の懸念
2050年までの年間河川流量の平均変化率（％） （SRES A1Bシナリオ）

(%)

２０５０年頃の流出量（現在からの変化の割合）

出典：Reprinted by permission from Macmillan Publishers Ltd: Nature (Milly, P.C.D., K.A. Dunne, and A.V. Vecchia. (2005) Global pattern of 
trends in streamflow and water availability in a changing climate, 438: 347-350. ), copyright (2005) http://www.nature.com/

•流出量変化による水資源量の減少

図出典：IPCC第４次評価報告書
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•乾燥化による農業用水需要の増加



３ 食料の輸入と世界の水不足３．食料の輸入と世界の水不足
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お昼ご飯の生産に必要だった水は？

３．食料の輸入と世界の水不足

お昼ご飯の生産に必要だった水は？

• 農畜産物の生産には大量の水が必要。

• 作付してから収穫するまで、作物は根から水を吸い上げ、蒸発させる。

献立 水消費量
（リットル）（リットル）

牛丼（並） 1887 

ハンバーグ 1859

スパゲティミートソース 1397

チーズバーガー・ポテト 1099

カレーライス 1095ラ

ご飯（１杯） 238

バタートースト 231

オレンジジ ス 168

24

オレンジジュース 168
データ出典：東京大学沖研究室HP

図出典：東京大学沖研究室HP



食料の輸入・水の輸入

３．食料の輸入と世界の水不足

食料の輸入 水の輸入
輸入国

（例：日本）
輸出国

（例：アメリカ）
小麦１トン

（例：日本） （例：アメリカ）

水1000トン

1t1000t

• 農畜産物を輸入することは、輸出国の水資源を仮想的に輸
入すること。製品の国際貿易に伴って仮想的に輸出入され
る水をバーチャルウォーター（仮想水）と呼ぶ。
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仮想水輸入の利点・欠点

３．食料の輸入と世界の水不足

仮想水輸入の利点 欠点

• 利点

– 乾燥地での灌漑は、水不足の主な原因になる。

– 農畜産物を生産せず輸入すれば、自国の水資源を節約できる。

• 欠点欠点

– 輸出国の水資源を使ってしまう。

– 特に環境負荷の高い水を使っていないか？

降水
（持続可能性高い）

地下水の過剰取水等
（持続可能性低い）

河川水 貯水池
貯留水

出典： Hanasaki et al. ,2010, J.Hydrol.
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地下水の過剰汲み上げ

３．食料の輸入と世界の水不足

地下水の過剰汲み上げ

蒸発

地下水の過剰汲み上げが懸念される地域

降水 蒸発

汲み上げ
地下水の過剰汲み上げが懸念される地域

アラビア半島
涵養

流出

アメリカ ハイプレーンズ
（オガ ）帯水層

中国
華北平原

陸地下水

流出

（オガララ）帯水層

パキスタン
パンジャブ州

インドのパンジャブ、
ハリヤナ、グジャラート州

華北平原

出典： Hanasaki et al. ,2010, J.Hydrol.

27



世界の仮想水貿易量

３．食料の輸入と世界の水不足

世界の仮想水貿易量
世界の仮想水貿易量 世界の取水量（立方キロメートル）

総取水量：3,800
生活用水

380
工業用水
770

年間545立方キロメートル
農業用水 2,660

データ出典：Shiklomanov, 2000, Water Int.

世界の仮想水貿易量（灌漑水起源） 世界の仮想水貿易量（持続可能性低い）

年間545立方キロメ トル

年間61立方キロメートル(11%) 年間26立方キロメートル(5%)28
出典： Hanasaki et al. ,2010, J.Hydrol.



日本の仮想水輸入量

３．食料の輸入と世界の水不足

日本の仮想水輸入量

日本の仮想水輸入量

日本の取水量（立方キロメートル）

日本の仮想水輸入量
総取水量：82.4

生活用水
15.5

工業用水
12.3

農業用水 54.6
データ出典：平成２３年版日本の水資源

日本の仮想水輸入量（灌漑水） 日本の仮想水輸入量（持続可能性低い）

29
出典： 犬塚ら,2008, 水工学論文集



仮想水輸入の何が問題か？

３．食料の輸入と世界の水不足

仮想水輸入の何が問題か？

• 具体的な問題具体 な問題

– 輸出国の水資源を使う⇔利用機会を奪う

– 海外の枯渇性水資源の使用⇔枯渇を早める

• ただし、

– 土地と水は切り離せない

生活と水も切り離せない– 生活と水も切り離せない
（輸出できなければ、農業従事者は困る）

• 意識すべきこと意識すべきこと

– 日本は海外の水問題とは無縁ではない

– 輸入食料の生産方法に関心を持つ
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まとめ
つながり１

日々の暮らし

つながり２

水資源の投入まとめ日々の暮らし
↓

温室効果ガス
↓

水資源の投入
↓

農畜産物の生産
↓

農畜産物の輸出入↓
地球温暖化

↓
水循環の変化

農畜産物の輸出入
↓

仮想的な水の輸出入

図：岡本章子（NIES） 31
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