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　世界は水危機に直面しており、地球上における水資源の持続可能性が懸念されてい
ます。しかし、その実態は未だ不明な部分が多く、持続可能な水利用のための長期的
ビジョンが描けていません。そこで、本研究チーム〔東京工業大学、神戸大学、大阪
府立大学、国立環境研究所、北海道大学、東京大学〕では、世界の水危機の現状と将
来像を描いた上で、世界のどこで持続可能でない水利用が行われているのか、それが
どのようにして深刻化しそうかを知り、この危機を緩和もしくは回避する方策、すな
わち持続可能な水利用を可能とするための道標を示すことを目標として、研究を進め
てきました。
　河川水や地下水を農地に導く灌

かん

漑
がい

農業は、天
てん

水
すい

農業と比較して格段に高い生産性を
誇ります。一方で、灌漑農業こそが、世界の水資源のほとんどを消費しているのです。
このことに注目し、私たちは世界の灌漑農地が水資源逼

ひっ

迫
ぱく

や地下水の過剰汲み上げに
与えてきた影響について、数値シミュレーションを進めてきました。結果として、各地
域での水利用の脆

ぜい

弱
じゃく

性や、今後どの程度の非持続的な取水を増加せざるを得ないか
が推計されました。このような全球評価の一部として、①農地の持続的生産、②生態
系に着目した水環境、③ストック型水資源（山岳氷河・雪氷および地下水涵

かん

養
よう

）の持
続性という 3つの側面からもアプローチしてきました。水危機の回避のために、技
術的な対応だけでなく、制度設計を中心とするソフトな対応策の各地域への適用可能
性についても提案しました。
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水資源モデルの改良と気候および社会シナリオ
設定から、水利用の長期ビジョンを作成

　気候変動や土地利用の変化などに関する様々なシナリオを設定し、高度
化した全球水資源モデル※1を用いて複数シミュレーションを行った結果、
世界各地における河川・貯水池・非持続性水源への依存度の変化を推定し、
将来新たな水源からの取水が必要となる量を見積もりました。

　河川からの取水は1985年以降伸びが衰え、

様々な地域で将来の増加する必要水量は河川

水（表層水）で補えず、非持続性水源（化石

地下水、遠隔地導水など）か、または新規開

発を要する取水源の必要性が示唆されまし

た。図2は、これらの結果を地図上に示した
ものです。人口増加に対し、食料増産を最も

重視した灌漑地拡大シナリオの下で、1960

年代、1990年代、2040年代の世界各地に

おける各取水源の必要量を示しています。灌

漑必要水量のうちインドでは貯水池から、ア

メリカでは非持続性水源からの供給にその多

くを依存していることが示されました。この

ように、灌漑地拡大シナリオ下では、各国の

必要水量の増加が見込まれています。しかし、

貯水池建設によりその量を満たすべきか、非

持続性取水を含めた地下水取水や遠隔地導水

などにより満たすべきかは、国および地域の

事情ごとに異なります。そのため、図2では
2040年代までに新たに必要となる取水源か

らの水量（追加必要水量）を示しました。追

加必要水量は、インドで最も多く、パキスタ

ン・アメリカ・メキシコ・エジプトなどでも

図2　全球水資源モデル（H08）を用いた世界の水需給再現・予測シミュレーション
棒グラフは、1960年代と1990年代の各国の水源別取水量（河川、大ダム、中小貯水池、非循環型水源、2040年頃の各国の水源別取水量（左記
の4種および追加必要量）を表す。背景の世界地図は1960年から2000年の灌漑地面積変化。

多くなる見込みと分かりました。

　続いて、これらの地域で、水資源の確保も

しくは必要量を減らす技術オプション（灌漑

効率の改善、貯水池の増設、海水淡水化や再

生水の利用促進）を導入したとしても、追加

必要水量が生じる地域の特徴をまとめまし

た。主にインド・パキスタン・中国北東部・

アメリカ中央部・中東内陸部などの灌漑が盛

んな地域で、技術オプションを導入したとし

ても、灌漑用水の不足が生じます。また、生

活・工業用水は、中東、中国北東部および南

部、アメリカなどの大都市部で不足すること

が明らかになりました。技術オプションを導

入しても、供給可能量を超えて不足してしま

う水量を示せたといえます。

　灌漑用水に関しては、灌漑効率が約3割程

度改善されれば、全球における追加必要水量は

減少します。しかし、国家レベルでこのような

大幅な改善を達成することは、容易ではないこ

とが予想されます。効率改善のための対策と

して、例えば、節水灌漑、作付け時期の変更、

作物種の変更や水ストレスに強い品種への改

良、灌漑農地から天水農地への転換などが考

えられます。

　また、工業・生活用水に関しては、水利用

効率が改善し、再生水および海水淡水化プラ

ントが現在のおおよそ数倍～十数倍となれ

ば、将来の追加必要水量の約 2割程度は補
ほ

填
てん

できる可能性が示されました。しかし、こ

れは各地へ数百～数千基のプラントを建設す

ることに相当するため、コスト、用地面積、

インフラ整備の面から、実現できる国は限ら

れてくるでしょう。再生水および海水淡水化

プラントの導入だけでなく、様々な技術オプ

ション、例えば、遠隔地導水、流域や大陸を

越えた水輸送、人工的地下水涵養などの導入

などが必要になると考えられます。

　以上の成果は多岐にわたる研究分野へ貢献

しており、国内外を問わず様々な研究機関と

情報の共有および共同研究が進行しています。
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研究成果

表紙：左図：タイ洪水の冠水域と農業被害（2011年）。右図：タイ、ナコーンサワン県の洪水状況（2011年10月撮影）。

図1　研究の全体像

独立行政法人国立環境研究所 
地球環境研究センター 
主任研究員

花崎 直太

※1 全球水資源モデル…全球水資源モデルH08は全球への適
用を想定して開発された水文モデルである。蒸発や流出
といった自然の陸域水循環に加え、貯水池操作や取水と
いった主要な人間活動を扱えるのが最大の特徴である。
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世界灌漑農業アトラス（WAIASS）
による水と農業の見える化

　水の最大消費セクターである灌漑農業は、国によって形態が異なり、年々
変化しています。灌漑農地がどこでどのように水危機の影響を受け、適応し
ているかを可視化するシステム、世界灌漑農業アトラス（World Atlas of 
Irrigated Agriculture for Sustainability Science）を構築しました。

　世界灌漑農業アトラスは、MODIS（NASA

の中分解能撮像分光放射計）の衛星画像を利

用して、世界中のどの地域でも土地利用の変

化や洪水や干ばつの影響を、数日間隔の時系

列で 2000 年から現在までの15 年間可視化

することができます。これにより、世界各地

の灌漑農業のリアルな姿を手軽に「見える」

ようにしました。

　インド北部では地下水の過剰な農業利用が

問題になっています。ハリアナ州の灌漑農地

を解析した結果、コメの生産量は地域により

毎年の降雨の多寡で大きく変動していまし

た。本来灌漑農地は河川や地下水などの水源

を確保している分、降雨の影響はあまり受け

ないはずなのですが、インド北部では既に干

ばつで水危機が頻発していることが明らかに

なりました。

　オーストラリア南東のマレー・ダーリング川

流域では、2000年代に入ってから約10年間

危機的な干ばつが継続しました。しかし水取

引により水配分が最適化されたため、干ばつ

による経済的損失はかなり緩和されました。

図3　タイ・チャオプラヤ川下流域における洪水時の冠水域、稲作被害域の年別比較

水取引とは、水の使用量の権利を利用者の間

で取引できる仕組みです。水不足が生じると

取引市場での水価格が高騰します。すると穀

物などの単年作を行う農家は耕作を止めて水

利権を売る一方で、果樹農家や畜産農家など、

水不足による経済損失が大きい農家が買い手

となります。ヴィクトリア州の解析の結果、

牧草栽培においても、単年生牧草だと水価格

の高騰に応じて耕作が激減し、素早く水の売

り手となる一方、多年生牧草は水価格への反

応が遅いことを可視化しました。

　2011年のタイ・チャオプラヤ川における大

洪水は未
み

曾
ぞ

有
う

の被害をもたらしました。洪水

による冠水域の時系列と農地の作物生長の時

系列との比較により、作物の収穫前に洪水に

見舞われた地域を毎年解析しました（図3）。
その結果、2011年の農業被害は、過去に洪

水被害の経験のない地域で多発していること

が明らかになる一方、経験のある地域では被

害がほとんどないことが判明しました。一度

洪水被害に遭った農家は、雨季を避けるよう

に耕作をシフトしたり、堤防で農地の保護を

神戸大学 
大学院農学研究科 
准教授

長野 宇規
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研究成果

図4　世界灌漑農業アトラスを用いた会議風景
動画による膨大な時空間情報の可視化で農業・水資源管理
を円滑化する。

水域生態系の種多様性保全に向けた
環境流量の定量評価

　流域条件と魚類種多様性の関係を定量化した上で、河川生態系の種多様
性保全を目的とした環境流量の定量手法を提示し、長期水利用シナリオの
影響を河川生態系の観点から評価しました。

　ここでは主に2つの成果（全球スケールで

の魚類種多様性モデルの作成およびそれを用

いたシナリオ解析、そして流域スケールでの

流況解析）を挙げます。

1）全球スケールでの流況と魚類種多様性の

モデル化とシナリオ解析

　河川流量の生態学的役割を解明するため

に、流況（平均流量や洪水や渇水などの流量

の特徴）と水質の両面から水利用と水域生態

系の関係を評価する研究を中心に実施しまし

た。世界の主要755河川の流量データを用

いて、流況特性を代表する指標（流況指標）

を統計解析により抽出することで、世界の河

川を流況の観点から整理し、その上で河川生

態系の指標である魚類種数との関係を解析

し、種多様性モデルを提案しました。この魚

類種数推定モデルに在来種と外来種とで異な

る環境因子を組み込んだところ、特筆すべき

点として、魚類の種多様性は従来の環境維持

流量だけではなく、洪水や渇水の発生（すな

わち河川流量の極端な変動）も重要であるこ

とや、ダムの数が多いほど外来魚の種数が増

加する傾向が示されました。このようなモデ

ル式は経験式であるため検証の継続を必要と

しますが、このような対応関係を定式化した

報告は世界で初めてであり、各流域における

魚類群集形成の重要な知見となります。また、

全球水資源モデルと上記のモデルを統合した

上で、将来予測される流域内水収支の変化に

対する魚類群集の応答を定量的に示しました

（図5）。その結果、在来種の減少および外来
種の増加といった一定の傾向はみられず、む

しろその変化は地域の特性に依存しているこ

とが分かりました。

2）流域スケールでの流況の空間多様性とそ

の魚類多様性との対応

　河川環境は渓流部から河口に至るまで、支

流との合流やダム影響により様相を徐々に変

化させており、その空間多様性を評価するこ

図5　2050年までの主要流域における在来魚類種数の減少ポテンシャル
人口増加に際し、食料増産を最も重視した灌漑地拡大シナリオの下で推定された世界の河川の流量に基づき、主要
100流域における魚類種数の減少ポテンシャルを推定した結果。赤色に近いほど種数の減少が大きい。

とが求められています。そこで、相模川を対

象として分布型流出モデル※2を適用するこ

とで、人為的改変のない自然流況をシナリオ

として設定し、現在の改変状態を定量的に評

価する手法を開発しました。流況は、河道ネッ

トワークや水利用の影響を反映して、上流部

から下流部にかけて傾向を徐々に変えている

ことが示されました。これにより、河川のど

の区間の流況が顕著に改変されているかの把

握が可能となり、その区間を重点的に自然環

境に近づけることで、河川全体の生態系の保

全につながることが示唆されました（図6）。

　そして、各流域で今後予測される魚類相変

化を考慮したシナリオ解析を実施するために

は、流況以外の環境条件や各種の生活史を考

慮する必要があります。そこで、ダムによる

流況改変などの人為影響を総合評価するため

の手法を構築し、特に相模川水系については

魚類個体群モデルを開発しました。このモデ

ルでは、流況以外に、生息場の分断化、水質

汚濁、土砂輸送の時空間分布を考慮しており、

各魚類種の個体群動態を定量的に評価するこ

とができます。

　これらの成果により、特定の魚種および絶

滅危
き

惧
ぐ

種に対応した保全管理の知見を提供す

ることが可能となりました。

東京工業大学 
大学院理工学研究科 
准教授

吉村 千洋

研究成果

したりして、洪水に適応するためです。

　メコン川のデルタ（カンボジア、ベトナム）で

も毎年洪水が発生します。2000年の大洪水

を契機にベトナムのアンジャン省を中心に海

外援助で農地の輪
わ

中
じゅう

化（堤防による農地の洪

水防御）が進められました。通常コメは2期

作が限界ですが、輪中ではコメの3期作、2

年7回作が可能です。そこで農民自らが輪中

化に投資するようになり、その面積は2010 年

には60万 haに及びました。2011年、一帯は

再び大洪水に見舞われました。この時いくつか

の輪中堤防が決壊し、かえって大きな被害に

見舞われました。また、輪中に遮られた洪水

は上流のカンボジア側の冠水期間を長くすると

いう悪影響も引き起こしたことが分かりました。

　世界灌漑農業アトラスは、動画やグーグル・

アース上で手軽に閲覧できるよう工夫されて

おり、誰でも手軽に地域の動態を広域・長

期間俯
ふ

瞰
かん

することができます。そしてより現実

的に将来を見通すことに貢献します。このシ

ステムは各国の研究者や政府に歓迎され、統

合的水資源管理やステークホルダー間の合意

形成のツールとして利用されています（図4）。
今後はデータの空間解像度の向上により、日

本やアジアの狭い農地の動きもしっかり「見

える化」していきたいと思っています。

※2 分布型流出モデル…流域の気象・水循環過程の時空間分
布を考慮して河川の流量を再現するモデル。

図6　相模川での流
況改変の定量的評価
の一例
流況の特性ごとに深刻な
改変が懸念される区間が
異なる。例えば8月平均
流量（左）では本流が、
高水頻度（右）では支流
で大きな変化がみられる

稲作地域
冠水地域

稲作部分被害地域
稲作壊滅被害地域
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ローカルとグローバルをつなぐ：
水利転用の全球的適用可能性

　米国カリフォルニア州をモデルに、制度設計を中心とするソフトな対応
策－とりわけ水利転用－の有効性と限界を考察しました。さらに対応策の
法的基盤を明らかにすることで、他地域への適用可能性を検討しました。

　本研究では世界の水逼迫地域の適応策を検

討することを目的としています。そのため特に、

水逼迫地域の一つに数えられ、かつ、水の需

給緩和を目的とした先駆的な利水政策を多数

展開している米国カリフォルニア州を主なモ

デル地域とし、そこでの適用策－とりわけ水

銀行とよばれる水利転用－を検討しました。

そしてさらにその政策の法的基盤を明らかに

し、それを197の国と地域の水法規定と照ら

し合わせることで、水利転用の全球的な適用

可能性について基礎的な研究を行いました。

　水銀行とは、政府機関が利水者から水を買

い取り、それをより高値で（つまりより需要

の高い）別の利水者に転売することで配分問

題を解決する、政府仲介型の水利転用のこと

です。これまで 1991年、1992年、1994年、

2009年の渇水時に発動されました。これら

過去4回の事例を相互比較することにより、

水銀行の長所・短所・法的基盤等々を総合的

に解明しました。その長所は需要に応じた水

の再配分を進めることで渇水被害のさらなる

拡大を防ぐ点にあり、短所は水を取引する当

事者以外の第三者への不利益が発生する可能

性がある点と結論づけられました。

　次にこの水銀行というモデルケースから、

水利転用を実施する上で重要な役割を果たす

法規定を抽出しました。それらは i）水利転

用の合法化、ii）土地所有権と水利権の切り

離し、iii）緩やかな水利権の没収規定に分類

できます。これらの規定が世界各国の水法の

中でどの程度満たされているかを調査するこ

とで、水利転用の全球的な適用可能性を検討

しました。その結果は図9に示す通りであり、
主に桃色の国および地域は水利転用を行う法

的条件が整備されています。橙色、薄緑色、

黄色、緑色の国および地域は、水利転用は合

大阪府立大学 
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准教授
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図9　全球レベルにおける水利転用政策の適用可能性分布図

法ですが他の二条件が満たされていないとこ

ろです。そうした地域で水利転用を促進させ

るには、土地所有権と水利権を切り離す、あ

るいは未使用による水利権没収に係る猶予期

間を緩和するといった法改正が必要となりま

す。白色（線、格子があるものを含む）の国

と地域は上記三条件のうち少なくとも一つの

情報が不明な場所です。

　図9の調査にあたってはまず、地球規模
での水管理制度を把握するのに極めて有用と

考えられた国際連合食糧農業機関（FAO）の

水法データベースWaterlex（ http://faolex.

fao.org/waterlex/）を参考にしました。し

かし、Waterlexではカバーする国と地域の

数は78に限定され、関連する法律が政策メ

ニューごとに分類されていなかったため、本

研究では調査対象を197の国と地域に拡大

し、さらに上記三条件の整備状況を悉
しっ

皆
かい

調査

しました。また、各国の統治形態も考慮に入

れています。特に連邦制を取っており州など

の地方政府に水法決定権限が付与されている

場合、可能な限り州レベルでの水法情報収集

ストック型水資源の
全球モデル化とその影響評価

　氷河や地下水などのストック型水資源の全球モデル化と高度化を行いま
した。これらを統合型水資源モデルと結合し、流域ごとに氷河融解による
水資源量を評価する手法を構築しました。

　山岳における氷河や地下水などのストック

型水資源に関して、①個々の氷河の質量変化

を推定する全球氷河モデルの高度化、②地

下水流動を考慮した全球陸面モデルの開発、

③氷河の融け水を含めた全球水資源評価を

行いました。

　まず、全球における個々の氷河の質量変化

を詳細に計算できる全球氷河モデルを高度化

するため、Randorf Glacier Inventory（RGI）

に基づく25万個以上の氷河の位置情報（緯

度・経度・高度）ならびに形状（面積・高さ）

の最新データを入手し、それらを既存の全球

氷河モデルに取り込みました。これにより、地

表気温の上昇に伴う小さな氷河の消失が再現

できるようになり、氷河の融解に伴う水資源

量の一時的な増加とその後の水資源量の減

少をシミュレーションすることが可能となりま

した。北海道大学グループによって整備され

た将来気候の気象外力データセットを、東京

大学グループで開発された氷河モデルに与

え、現在から将来（1948年－2099年）にお

ける全球での氷河の質量変化と、その融け水

が海面上昇に与える影響を推定した結果を図
7に示します。この結果は将来の温室効果ガ
ス濃度が最も高くなるシナリオ下において、

全球での氷河質量の変化（左図）とその融け

水が海面上昇にどのくらい影響しているのか

（右図）を推定したものです。異なる9つの気

候モデルの計算結果とその平均値が示されて

おり、2099年時点で氷河の質量は平均する

と35.8 ±5.4×103 km3 減少することが分

かりました。これは、氷河の融け水がすべて

海へ流入したと仮定すると、海面を99.0±

14.9mm上昇させるのに等しい量です。

　続いて、地下水流動を考慮した全球陸面モ

デルの開発について、概念的な推定値ではな

く物理法則に基づいた全球推定値を求めるこ

とを目標に掲げてモデルの開発を行いまし

た。その結果、モデルから算定された地下水

の涵養量と既往の陸面モデルにおける河川

の基底流量とが概
おおむ

ね一致していること、モ

デルによる地下水量の変動と重力観測衛星

GRACE から推定したストックされた水資源

量の季節変化および長期傾向とが一致してい

ることが分かり、モデルの妥当性が確認され

ました。このような、全球での地下水の涵養

量の数値シミュレーションは世界で初めての

ものです。

　最後に、全球氷河モデルによって推定され

た氷河の融解量を、東京工業大学（代表）・

国立環境研究所グループによって開発された

統合型水資源モデルと結合しました。これに

より、氷河のある流域ごとに、現在ならびに

将来における氷河由来の水資源量の増減とそ

の河川流量への影響評価を行うことが可能と

なりました。図8には、開発したモデルを用
いて氷河からの融け水がどの程度河川水に寄

与しているのかを推定した結果を示します。

氷河からの融け水の寄与が高い場所は中央ア

ジアや北南米の地域で、これらの地域で水資

源量を考える際には氷河からの融け水の影響

を無視できないことが新たに示されました。

　また、氷河からの融け水を統合型水資源モ

デルへ結合することで、流域単位でストック

型水資源量の見積もりと将来における予測が

可能となりました。ここで得られた結果は、

氷河の分布する流域における水資源管理への

基礎情報となるでしょう。今後は地下水のよ

り詳細な流動と人為的利用を考慮した全球陸

面モデルとの結合を行うことで、現在気候お

よび将来気候における水資源量の内訳とその

長期変動傾向について推定が可能となること

が期待されます。

研究成果
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図8　河川水に対して氷河の融け水が寄与している割合（％）　 
赤いところほど、水資源として氷河の融け水に依存していることを示している。

を行いました。例えば米国、カナ

ダ、インド、オーストラリアなどで

す。水法の整理は主に公的な文書を

用いたので、世界各地にある慣習的

なルールについては考察を加えてい

ません。

　これまで水問題への対応策といえ

ばハード・パスの解決法、すなわち

インフラストラクチャー建設を通じ

て水の供給量を増やす手法が重視さ

れてきました。これに対し本研究は

その解決法に加えソフト・パスの解

決法、すなわち制度設計を通じて需

要管理に主眼を置く手法の重要性を

提唱するものです。環境問題の高ま

りなどを受けてハード・パスの解決

方法の採用はますます困難になって

きています。将来的な水問題の解決

には、法制度を含むソフト・パスの

解決方法に関する事例研究をさらに

積み重ねる必要があります。

図7　全球で積算した氷河の質量変化（左図）とその融け水が海面上昇に与える影響（右図）
黒線が過去再現実験、灰色線が複数気候モデルの将来予測の平均を示す。その他の線の色の違いは各気候モデルに
よる将来予測を示す。
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