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概要

気候変動が淡水システムとそれらの管理に及ぼす影響
は、主に温度、海面水位、降水量の変動において観測
された、また予測される増加に起因する（確信度が非
常に高い）。
世界の人口の 6分の 1以上が氷河または雪解け水が流
れ込む河川流域に居住しており、河川流量の季節変化、
年間流量に対する冬の流量の比率の上昇、および氷河
の広がりや積雪水量の減少に起因して起こりうる低水
期の流量【訳注 3-1】減少による影響を受けるであろう（確
信度が高い）［3.4.1, 3.4.3］。海面上昇は、地下水や河
口の塩性化地域を拡大させ、その結果、沿岸域におい
て人間や生態系が利用できる淡水が減少する（確信度
が非常に高い）［3.2, 3.4.2］。降水の強度と変動の増大は、
多くの地域で洪水と干ばつ【訳注 3-2】のリスクを増大
させると予測される（確信度が高い）［3.3.1］。

半乾燥地域および乾燥地域は、気候変動が淡水に及ぼ
す影響に、特にさらされる （確信度が高い）。
これらの地域 （例えば、地中海沿岸、米国西部、アフ
リカ南部、およびブラジル北東部）の多くは、気候変
動に起因する水資源の減少を被る（確信度が非常に高
い）［3.4, 3.7］。既に水ストレスを受けているいくつか
の地域においては、地下水涵養が大幅に減少するであ
ろうという事実によって、降水量変動の増大に起因す
る地表水の水利用可能量【訳注 3-3】の減少を（地下水
利用で）相殺する努力が妨げられるであろう（確信度
が高い）［3.2, 3.4.2］。また、これらの地域は、人口と
水需要の急速な増加によってしばしば脆弱性がいっそ
う悪化している（確信度が非常に高い）［3.5.1］。

より高い水温、降水強度の増大、低水期の長期化が、生
態系、人間の健康、水システムの信頼性や運営コストへ
の影響とともに、いろいろな形の水質汚染をいっそう
悪化させる （確信度が高い）。
これらの汚染には、堆積物、栄養塩、溶存有機炭素、
病原体、殺虫剤、塩類、および熱汚染が含まれる［3.2, 

3.4.4, 3.4.5］。

気候変動は既存の水インフラの機能と運営、管理慣行
に影響を及ぼす （確信度が非常に高い）。
気候が淡水システムに及ぼす悪影響は、人口増加、経
済活動の変化、土地利用の変化、都市化など、その他
のストレスの影響をさらに悪化させる（確信度が非常

に高い）［3.3.2, 3.5］。地球規模では、主に人口増加と
豊かさの増大により、水需要は今後数十年間増加する
だろう。地域的には、気候変動の結果として、灌漑用
水の需要が大幅に変化する可能性が高い（確信度が高
い）［3.5.1］。現行の水管理慣行は、気候変動が水供給
の信頼性や洪水リスク、健康、エネルギー、水界生態
系に及ぼす悪影響を低減するためには不十分である可
能性が非常に高い（確信度が非常に高い）［3.4, 3.5］。
現在の気候変動性を水関連管理により良く組み込むこ
とは、将来の気候変動への適応をより容易にするだろ
う（確信度が非常に高い）［3.6］。

予測される水文変化を関連する不確実性とともに認識
してきた一部の国と地域 （例えば、カリブ海地域、カ
ナダ、オーストラリア、オランダ、英国、米国、ドイツ）
では、水分野に関する適応の手順とリスク管理の慣行
が開発されてきている （確信度が非常に高い）。
IPCC第 3次評価以降、不確実性が評価され、それら
の解釈が向上してきており、それらの特徴描写のため
の新しい手法（例えば、アンサンブル手法によるアプ
ローチ）が開発されてきている（確信度が非常に高い）
［3.4, 3.5］。それでもなお、降水量、河川流量、河川流
域規模での水位の変化に関する定量的予測は依然とし
て不確実なままである （確信度が非常に高い）［3.3.1, 

3.4］。

気候変動が淡水システムに及ぼす負の影響はその便益
を上回る （確信度が高い）。
すべての IPCC対象地域 （第 3～ 16章参照）において、
気候変動が水資源と淡水生態系に対して全体として正
味の負の影響を与えることが示されている（確信度が
高い）。流出量の減少が予測される場所は、水資源に
よって提供されるサービスの価値の低減に直面する可
能性が高い （確信度が非常に高い）［3.4, 3.5］。その他
の場所における年間流出量の増加による便益のある影
響は、降水量変動の増大と季節的流出量の変化が水供
給、水質、洪水リスクに及ぼす負の影響によって、抑
制されるであろう （確信度が高い）［3.4, 3.5］。

3.1　はじめに

　水はすべての生命に欠かせないものである。水はほ
ぼすべての人間活動に必要である。安全な水へのアク
セスは、普遍的な人権とされており（United Nations 

Committee on Ecoomic, Social and Cultural Rights, 2003）、
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安全な飲料水と公衆衛生へのアクセスの拡大は、ミ
レニアム開発目標（Millennium Development Goals）に
取り込まれている （UNDP, 2006）。淡水資源の持続可
能な管理は、地域スケール（例えば、European Union, 

2000）や全球スケール （United Nations, 2002, 2006; 

World Water Council, 2006）で重要性が認識されてき
ており、「統合水資源管理（Integrated Water Resources 

Management）」が対応する科学的パラダイムとなって
いる。
　図 3.1は、人間活動が（量と質の両方において）淡
水資源とその管理にどのように影響を与えるかを図式
的に示している。人為起源の気候変動は、淡水システ
ムへの多くの圧力の一つに過ぎない。気候と淡水シス
テムは複雑に関連し合っている。一つのシステム内の
ある変化は、もう一方のシステムの変化を引き起こす。
例えば、広大な湿地を干上がらせると、水分のリサイ
クリングを変化させ、地方的な境界条件が大規模循環
より支配的な場合、特定の月における降水量を減少さ
せるかもしれない（Kanae et al., 2001）。反対に、気候
変動は、平均状態と変動性の両方に関して、淡水の量
と質に影響を与える（例えば、水利用可能量、および
洪水と干ばつ）。水利用は気候変動によって影響を受
け、さらに重要なことに、人口、生活様式、経済、お
よび技術の変化からも影響を受ける。とりわけ、地球
規模で最大の水利用分野である灌漑農業を推進させる
食料需要が、水利用に与える影響は大きい。（水供給
や洪水に影響を及ぼす）水利用や水循環【訳注 3-4】の
顕著な変化は、水資源管理における適応を必要とする。
第 2作業部会第 3次評価報告書 （TAR; IPCC, 2001）で
は、気候変動が水文【訳注 3-5】と水資源に与える影響
に関する知見を、2000年までの文献に照らして示した 

（Arnell et al, 2001）。これらの結果は次のようにまとめ
られる。
・ 多くの地域で、河川流量が減少または増加するとい
う明白なトレンドがある。

・ 気候変動が河川流量と地下水涵養に与える影響は地
域ごと、シナリオごとに異なっており、主として予
測される降水量の変化に従っている。

・ 河川流量のピークは、雪解けが早くなるため多くの
地域で春から冬に移動し、夏と秋の流量は減少する
可能性が高い。

・ 氷河は引き続き後退する可能性が高く、多くの小氷
河は消失するかもしれない。

・ 一般的に、水質は水温の上昇により低下する可能性
が高い。

・洪水の規模と頻度はほとんどの地域で増大する可能
性が高く、低水期の流量は多くの地域で減少する可
能性が高い。

・ 地球規模では、人口増加と経済開発の結果として水
需要は増加するが、水利用効率の上昇により、水需
要が減少する国もある。

・ 気候変動が水資源に与える影響は、システムの特性、
システムに対する圧力の変化、システムの管理がど
のように進化するか、そして、気候変動に対してど
のような適応が実施されるかによっても左右される。

・ 非人為システムは、気候変動に対して最も脆弱であ
る可能性が高い。

・ 気候変動は、過去に経験のないトレンドを引き起こ
し、新たな不確実性を付け加えることで、既存の水
資源管理慣行に困難さをもたらす。

・ 適応能力の分布は、世界で不均一である。

これらの調査結果は、最近の評価で確認されたもので
ある。このうちのいくつかは＜既知の内容が＞さらに
発展したものであり、また新たな知見も加えられてい
る。この章では、主に第 3次評価報告書以降に出版さ
れた論文をもとに、気候変動が淡水資源とその管理に
与える将来の影響を概観する。社会経済的な側面、適
応の問題、持続可能な開発のための示唆、さらには不
確実性と研究の優先項目も盛り込まれている。淡水の
管理にとって重要であるため、液体の状態で存在する
陸域の水に焦点を合わせる。気候変動が水資源に与え
る影響のさまざまな側面とそれに関係する脆弱性（3.4

節）、さらには、水利用分野への影響（3.5節）が述べ
られる。観測されたトレンドに関するより詳細な情報
については第 1章を、寒冷地域における淡水について
は第 15章（15.3節および 15.4.1節）を、また、雪氷
圏については第 1作業部会第 4次評価報告書 （Meehl et 

al., 2007）の第 10章の 10.3.3節を、降水、蒸発散、土
壌水分への影響については 10.3.2.3節を参照されたい。
水温の上昇が水圏の生態系に与える影響は、本報告書
の第 4章（4.4.8節）で論じられており、河川流量の変
化が水圏の生態系に与える影響に関する調査結果は本
章 3.5節で述べられている。水質・水量の変化が健康
に与える影響は第 8章で取り上げられ、淡水に関する
地域的な脆弱性は第 9～ 16章で論じられる。

3.2　現在の感度／脆弱性

　気温の上昇により、大気の保水能力と大気への蒸発

淡水資源とその管理第 3 章
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量が増加し、これは気候変動性の増大に好都合であり、
より強い降水やより頻繁な干ばつを伴う（Trenberth et 

al., 2003）。水循環は加速する（Huntington, 2006）。気温
は、地上のいかなる場所、一年のすべての季節におい
て、増加幅は異なるものの、上昇すると予想されるが、
降水量は、地球規模で、また多くの河川流域において
増加すると予想されるものの、その他の多くでは減少
すると予想される。さらに、第１作業部会第 4次評価
報告書第 10章 10.3.2.3節（Meehl et al., 2007）で示され
たように、降水量はある季節では増加し、別の季節で
は減少するかもしれない。このような気候変動は全球
の淡水システムのすべての構成要素に変化をもたらす。
　過去数十年の間に、気候に関連するトレンドが既に
観測されている構成要素もある（表 3.1参照）。地下水
など多くの構成要素については、データ不足のため、
その状況が気候変動によって近年変化したかどうかは
断定できない。この数十年の間、非気候動因（図 3.1）
が淡水システムに強い圧力を及ぼしてきた。これは、
水質汚染、川のせき止め、湿地の干上がり、河川流量
の減少、（主に灌漑が原因となる）地下水位の低下と
いう結果をまねいてきた。これらに比べると、気候に
関連した変化は小さかった。しかしながら、気候変動
の兆候がより明らかになってくるにつれ、将来におい
ては違ってくる可能性が高い。
　気候に対する現在の脆弱性は、気候変動性、特に降
水量の変動性に強く関連している。これらの脆弱性は、
半乾燥地域および乾燥地域の低所得の国々で最も大き
く、そうした国々では、降水量や河川流量が数か月の
間に集中し、年ごとの変動が大きい（Lenton, 2004）。
このような地域では、深井戸や貯水池（つまり、貯水）
の不足が、気候変動性と、将来気候変動性をさらに増
大させる可能性が高い気候変動に対する、高いレベル
の脆弱性をまねく。さらに、非気候動因によってスト
レスを受けている河川流域は、気候変動に対して脆弱
である可能性が高い。しかし、気候変動に対する脆弱
性はどこにでも存在する。というのも、水関連インフ
ラ（例えば、堤防やパイプライン）は変動のない気候
状態に合わせて設計されており、水資源管理は、気候
変動に関連する不確実性をようやく考慮し始めたばか
りだからである（3.6節参照）。以下の段落では、全球
の淡水システムの構成要素の現在の感度が論じられ、
気候変動によって脆弱性がいっそう悪化する可能性が
高い例となる地域が強調される（図 3.2）。 

地表水と流出の発生　
　気候変動による河川流量や、湖、湿地の水位の変化
は、降水の量や時期、強度の変化（Chiew, 2007）、雪解け、
さらには降水が雪あるいは雨のどちらで降るかに依存
する。温度、放射量、大気の湿度や風速の変化は可能
蒸発散量に影響を与え、このことは、降水量のわずか
な増加を打ち消し、降水の減少が地表水に与える影響
をさらに助長する。その上、大気中の CO2濃度の増加
は直接的に植物生理を変化させ、蒸発散に影響をもた
らす。多くの実験研究（例えば、Triggs et al, 2004）や
グローバルモデルによる研究（例えば、Leipprand and 

Gerten, 2006; Betts et al., 2007）は、蒸発散量は減少し、
減少量のごく一部分のみが、CO2の上昇による植物
の成長の増進によって相殺されることを示している。
Gedeny et al.（2006）は、20世紀をとおしての全球河
川流出量に観測された 3％の増加を、気候変動（気候
変動それ自身が流出量を 2％減少させたであろう）に
よって相殺された、CO2が引き起こす植物の蒸発散量
の減少（5％）に起因するとした。しかしながら、降
水の時系列観測の不確実性が高いことなどが理由で、
この原因特定の不確実性は高い。
　異なる集水域は、主として、集水域の自然地理学的、
水文地質学的特徴や、集水域における湖や地下水の貯
留量に応じて、気候動因の同じ変化に対しても異なる
反応を示す。
　世界中の多くの湖は、最近数十年間で、主に人間の
水利用のために面積が小さくなってきている。そのあ
るものに関しては、降水量の減少もまた重要な原因の
一つである。例えば、チャド湖の場合、降水量の減少
と人間の水利用の増加の両方が、1960年代以降に観測
された湖の面積の減少の原因となっている（Coe and 

Foley, 2001）。生態系に対する負の影響をもたらしなが
ら、主に人間の水利用や排水によって縮小してきた多
くの湖や河川、湿地にとって、もし気候変動の結果と
して正味の水利用可能量（降雨量－蒸発散量）が減少
するのであれば、気候変動が状況をいっそう悪化させ
る可能性が高い。

地下水
　一般的に地下水システムは気候変動に対して、地表
水システムよりもゆっくりと反応する。地下水の水位
は温度よりも降水量とより強く関連するが、浅い帯水
層や暖かい期間においては温度がより重要となる。
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洪水と干ばつ
　主に天気や水に関連する災害の被害は、人口増加や
経済成長よりもかなり早く増大しており、これは気候
変動による負の影響を示唆している（Mills, 2005）。し
かし、ここ数十年の間では、洪水における気候に関連
したトレンドの明確な証拠はない（表 3.1; Kundzewicz 

et al., 2005; Schiermeier, 2006）。しかし、観測された降
水強度の増大（表 3.1）やほかの観測された気候変動、
例えば、ヨーロッパの冬期における西よりの気象パタ
ーンの増加などは、しばしば洪水を引き起こす非常に
雨が多い低気圧システムをもたらすもので（Kron and 

Bertz, 2007）、気候が既に洪水に影響を及ぼしているか
もしれないことを示している。地球規模では、この 10

年間（1996から 2005年）の内陸の重大な洪水災害の
件数は、10年当たりでみて、1950から 1980年の 2倍
になっており、経済的損失は 5倍に増加している（Kron 

and Bertz, 2007）。洪水の被害が上昇傾向にあることの
主な動因は、脆弱な地域での人口や資産の増加や土地
利用の変化など、社会経済的要因にある。洪水は、ア
フリカやアジア、ヨーロッパで最も報告されている自
然災害で、ほかのすべての自然災害よりも、全球でよ
り多くの人々（平均で 1億 4,000万人 /年） に影響を与
えている（WDR, 2003, 2004）。バングラデシュでは過
去 20年間に三つの大規模な洪水が起こり、1998年に
は国土面積の約 70％が浸水した（Mirza, 2003; Clarke 

and King, 2004）。ドイツのエルベ川流域など、いくつ
かの流域においては、洪水リスクの増大が、構造物の
建設による洪水防護システムの強化を駆り立てたが、
このことは、川岸や水界の生態系に有害な影響をもた
らしている（Wechsung et al, 2005）。
　干ばつは、天水農業生産や、家庭、産業、農業用
の水供給に影響を及ぼす。オーストラリア（第 11章
11.2.1節参照）、米国西部やカナダ南部（第 14章 14.2.1

節参照）、サヘル地域 （Nicholson, 2005） など、全球の
半乾燥地域や半湿潤地域の中には、より強度が増した、
数年にわたる干ばつに苦しんでいる地域もあり、この
ことは、気候変動によって将来増加すると予想される
干ばつの発生に対する、これらの地域の脆弱性を強調
している。

水質
　湖や貯水池における気候変動の影響は、主に水温の

変動によるものであり、それは直接的には気候変動に、
間接的にはエネルギー分野における冷却水需要の高ま
りの結果生じる熱汚染の増大に起因している。それは、
酸素循環【訳注 3-6】、酸化還元電位１ 、湖の成層、混合
率、生物相形成に影響を与える。というのは、それら
はすべて温度に左右されるからである（第 4章参照）。
水温の上昇は、＜水に＞溶解し、生分解に使われる酸
素の量を減少させることで、川の自浄能力に影響を与
える。カナダ、ブリティッシュコロンビア州のフレー
ザー川の水温においては、水温が、それ以上になると
サケの生息地が崩壊する閾値と考えられている 20℃を
越える河川区間がこれまでより長くなるトレンドが検
出されている（Morrison et al., 2002）。さらに、激しい
降雨が増加すると、より多くの栄養塩【訳注 3-7】や病
原体、毒性物質が水域に流れ込むことになる。Chang 

et al.（2001）は、チェサピーク湾やデラウェア湾地域で、
降水量の増加によって河川の窒素負荷が最大 50%増加
したことを報告した。
　気候変動に関連する多くの病気は、水を飲むことで、
あるいは汚染された水で灌漑された穀物を消費するこ
とで、水を介して伝染されうる（第 8章 8.2.5節）。給
水の中の病原体の存在は、極端な降雨現象と関係づけ
られてきた（Yarze and Ghase, 2000; Curriero et al., 2001; 

Fayer et al., 2002; Cox et al, 2003; Hunter, 2003）。帯水層
において、ウイルスの含有量と極端な降雨との間に関
係がある可能性が認められてきている（Hunter, 2003）。
米国では、水媒介性の病気の発生の 20から 40％が、
極端な降雨に関連しうる（Rose et al, 2000）。水利用可
能量が低いと希釈されにくくなるのは明らかである
が、水質に対する乾期の影響はまだ十分に研究されて
いない（Takahashi et al., 2001）。
　世界規模では、地下水中のヒ素やフッ化物による健
康問題がほかの化学物質によるものよりも深刻である
（United Nations, 2006）。影響を受けている地域には、
インド、バングラデシュ、中国、北アフリカ、メキシコ、
アルゼンチンがあり、1億人以上の人々がヒ素中毒や
フッ素沈着症（フッ化物の過度の摂取によって生じる
歯または骨の疾病）に苦しんでいる（United Nations, 

2003; Clarke and King, 2004; 第 13章 13.2.3節参照）。
　世界の人口の４分の１が沿岸地域に住んでいる。こ
れらの地域は水が乏しく（全球の再生可能な水供給の
10％より少ない）（Small and Nicholls, 2003; Millennium 

1

1   環境の酸化還元電位の変化とは、例えば、酸化的（好気性の）状態から還元的（嫌気性の）状態への移動など、そこで起き
ている反応の変化を意味する。　
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Ecosystem Assessment, 2005b）、急速な人口増加を経験
している。帯水層からの過度の取水による塩水の浸
入は、海面上昇の影響によっていっそう悪化すること
が予想され、いままで以上の塩水化と淡水の利用可能
量の低下をもたらす（Klein and Nicholls, 1999; Sherif 

and Singh, 1999; Essink, 2001; Peirson et al., 2001; Beach, 

2002; Beuhler, 2003）。塩水化は河口域や河川に影響を
及ぼす（Kinghton et al., 1992; Mulrennan and Woodroffe, 

1998; Burkett et al., 2002; 第 13章も参照）。例えばカナ
ダのマニトバ州の例のように、内陸の帯水層では、地
下水涵養の減少に起因する地下水の塩水化も観測され
ている（Chen et al., 2004）。
　水質の問題やその影響は、特に微生物や病原体の含
有量に由来する問題において、先進国と開発途上国で
種類や規模が異なる（Lipp et al., 2001; Jiménez, 2003）。
先進国では、洪水に関連した水媒介性の疾病は、適切
に維持された水と公衆衛生サービスによって通常は阻
止されるが（McMichael et al., 2003）、開発途上国では
そうは行かない（Wisner and Adams, 2002）。残念なこ
とに、コレラ菌やサルモネラ菌を除いて、気候変動と
水や廃水中の微生物含有量との関係についての研究
は、ある特定の原虫類や寄生虫類などのような、開発
途上国において重要な病原体には焦点を合わせていな
い（Yarze and Chase, 2000; Rose et al., 2000; Fayer et al., 

2002; Cox et al., 2003; Scott et al., 2004）。アフリカ、ラ
テンアメリカ、カリブ海地域の都市の給水の 3分の 1、
およびアジアの都市の給水の半分以上は、干ばつの時
期には断続的に運転される（WHO/UNICEF, 2000）。こ
れは供給システムの水質に悪影響を及ぼす。

侵食と土砂輸送
　降雨の量と強度は水の侵食に対する気候変動の影
響を支配する最も重要な要因であり（Nearing et al., 

2005）、それらは、斜面の安定性や河床の変化、土砂輸
送を含む多くの地形学的プロセスに影響する（Rumsby 

and Macklin, 1994; Rosso et al., 2006）。データが乏しく、
また気候は侵食や土砂輸送を引き起こす唯一の動因で
はないため、過去における侵食や土砂輸送の気候に関
連したトレンドについての証拠はない。脆弱な地域の
例はブラジル北東部にみられ、ここでは、貯水池にお
ける堆積が貯水量を著しく低下させ、その結果水供給
も減少している（De Araujo et al., 2006）。降雨強度の
上昇による侵食の増大はこの問題をいっそう悪化させ
るだろう。急な斜面の居住地、特に開発途上国の大都
市における非公式な居住地（United Nations, 2006）は、

水による侵食や地滑りの増加に対して脆弱である。

水利用、水利用可能量、水ストレス
　人間の水利用は灌漑用水が最も多く、全球の取水量
のほぼ 70％、また全球の消費的な水利用、すなわち
下流で再利用できない水量の 90％以上を占めている
（Shiklomanov and Rodda, 2003）。工業化したいくつかの
国々を除いて、世界の大抵の国々では、人口増加と経
済成長、生活スタイルの変化、水供給システムの拡大
により、水利用は過去数十年間で増えてきている。水
の利用、特に灌漑用水の利用は、一般的に温度ととも
に増加し、降雨とともに減少する。過去の水利用にお
いて、気候に関連したトレンドがあるという証拠はな
い。これは、水利用は主に非気候要因によって決まる
という事実や、一般的に、そして特に時系列での水利
用データの質がよくないことに起因する。
　地表の水源や浅井戸からの水利用可能量は河川流量
の季節的あるいは年毎の変動性に依存しており、安全
な水供給は季節的な低水期の流量によって決まる。例
えば、氷河が縮小してきているアンデス山脈沿いの南
アメリカの河川流域（Coudrain et al., 2005）のように、
雪が卓越する流域では、気温が高いと河川流量が低下
し、夏の水供給を減らす（Barnett et al., 2005）。半乾燥
地域では、気候変動は河川流量がゼロ、あるいは非常
に低い乾季を引き延ばすかもしれないが、このことは、
貯水池や深井戸に頼ることができない水利用者に特に
影響を及ぼす（Giertz et al., 2006）。
　現在、多くの河川流域において人類と自然の生態系
は水不足に苦しんでいる。地球規模の評価では、水ス
トレスを抱えている流域とは、一人当たりの水利用可
能量が 1,000 m3/年以下（長期の平均流出量に基づく）
であるか、あるいは長期の平均年間流出量に対する取
水量の比が 0.4より高いかのいずれかによって定義さ
れている。このような流域は、アフリカ、地中海地域、
中近東、南アジア、中国北部、オーストラリア、米国、
メキシコ、ブラジル北東部、南アメリカの西海岸にあ
る（図 3.2）。このような過酷なストレスにさらされて
いる流域に住む人口は 14億から 21億人と推定される
（Vörösmarty et al., 2000; Alcamo et al., 2003a, b; Oki et al., 

2003a; Arnell, 2004b）。水の欠乏する地域では、人々や
生態系は、気候変動によって減少しつつあり、かつよ
り変動的になる降水量に対して特に脆弱である。例え
ば、中国の黄河流域では（Yang et al., 2004）、貯水池に
よって容易に得られるようになった灌漑用水の消費量
の増加と、過去半世紀間の地球規模のエルニーニョ南
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方振動（ENSO）現象に伴う降水量の減少が組み合わ
さった結果、水不足が起きている（Wang et al., 2006）。
灌漑が支配的なオーストラリアのマレー・ダーリング
川流域では、湿地への水の流入量の減少と灌漑用水の
利用に起因する高い塩分濃度に悩まされており、この
ことは、水界生態系に影響を与えている（Goss, 2003; 

第 11章，11.7節も参照）。

現在の適応
　2006年にメキシコシティで開かれた第４回 世界水
フォーラムでは、参加グループの多くが、統合水資源
管理に気候変動を含めることを要請した（World Water 

Council, 2006）。淡水システムへの気候変動の影響を考
慮した、水分野における適応手順とリスク管理慣行を
既に開発してきている国（例えば、カリブ海地域、カ
ナダ、オーストラリア、オランダ、英国、米国、ドイ
ツなど）もある。（3.6節と比較のこと）。

3.3　将来トレンドに関する想定

　第 2章では、気候変動の主な動因とその影響に関す
るいくつかのシナリオを示した。本節では、21世紀に
おける主たる動因に焦点を合わせながら、淡水システ
ムの駆動力が将来どのように発達すると推測されるか
を述べる。気候動因と非気候動因は区別される。非気
候動因の将来のトレンドに関する想定は、気候変動に
対する淡水システムの脆弱性を評価し、気候変動の影
響と非気候動因の変化による影響の相対的重要性を比
較するために必要である。

3.3.1　気候動因

将来の予測
　水利用可能量の最も支配的な気候動因は、降水量、
気温および蒸発要求量【訳注 3-8】（地表面での正味放射、
大気湿度、風速および気温によって決まる）である。
気温は、雪が卓越する流域や沿岸域（海面水位への気
温の影響のため）で特に重要である。
　以下の、将来の気候変動に関する要約は第 1作業部
会第 4次評価報告書（WGI AR4）第 10章（Meehl et 

al., 2007）より引用した。「排出シナリオに関する IPCC

特別報告書」（SRES; Nakićenović and Swart, 2000）のす
べてのシナリオに基づくと、2020年代までの最も可能
性が高い全球平均地上気温の上昇は、産業化以前と比
較して 1℃程度である。21世紀末までに最も可能性が

高い上昇は、A2排出シナリオでは 3から 4℃、B1で
は 2℃程度である（図 10.8）。予測される温暖化の地理
的パターンは、北半球高緯度陸域で気温上昇が最も大
きいことを示している（全球平均気温上昇のおよそ 2

倍）（第 10章概要，図 10.9も参照）。気温上昇は北極
圏を除いて冬季より夏季に大きくなると予測されてい
る（図 10.9）。蒸発要求量はほぼすべての場所で増大
する可能性が高い（図 10.9および 10.12）。全球の平均
海面上昇は今世紀中に 14から 44cmの間に達すると予
想される（第 10章概要）。全球的に、気候変動によっ
て平均降水量は増加するだろう。最新の気候モデルは、
高緯度と熱帯（例えば、南東モンスーン地域や熱帯太
平洋）では降水量は増加し、亜熱帯（例えば、北アフ
リカの大部分やサハラ北部）では減少すると予測する
傾向がある（図 10.9）。
　上昇程度の違いはあるが、気温は一年のどの季節
でも上昇すると予想される一方で、降水量は増加す
る季節もあれば減少する季節もあるだろう。降水量
の変動性が将来大きくなることは確固たる結論であ
る（Trenberth et al., 2003）。ヨーロッパにおける極端
な降水の変化に関する最近の研究（Giorgi et al., 2004; 

Räisänen et al., 2004）は、平均降水量が減少する可能性
が高い多くの場所においても、日単位の降水現象の強
度は圧倒的に高まるであろうことで意見が一致してい
る（Christensen and Christensen, 2003; Kundzewicz et al., 

2006）。ヨーロッパでは雨天の日数は減少すると予測
されており（Giorgi et al., 2004）、このことは、西およ
び中央ヨーロッパの冬季を除いては、乾季の長期化に
つながる。南部を除いたヨーロッパのほぼ全域で、強
い降水の日数の増加が予測されている（Kundzewicz et 

al., 2006）。SRES A1B、A2、そして B1シナリオに対す
る 9つの全球気候モデルからなるマルチモデルシミュ
レーションは、年間の最大連続晴天日数が A1Bと A2

においてのみ増加すると予想する一方で、降水強度（年
間降水量÷降雨日数で定義）は A1Bと A2では激し
く増大し、B1ではそれよりもやや弱く増大することを
示している。（WGI AR4, Figure 10.18）

不確実性
　気候変動予測の不確実性は時間範囲の長さに応じて
増大する。短い期間（例えば、2020年代）では、気候
モデルの不確実性が最も重要な役割を果たすが、長期
間の予測では、排出シナリオの選択による不確実性が
だんだんと重要になる（Jenkins and Lowe, 2007）。
　大循環モデル（GCM）は、将来の気候変動を引き
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起こす過程の複雑な組合せを説明する強力な手段であ
る（Karl and Trenberth, 2003）。しかしながら、GCM予
測は、現在モデル化の過程で重要な不確実性を有して
おり（Mearns et al., 2001; Allen and Ingram, 2002; Forest 

et al., 2002; Stott and Kettleborough, 2002）、そのため気
候予測を水文学的影響の研究に組み込むことは容易で
はない（Allen and Ingram, 2002）。結合モデル相互比較
プロジェクト（Coupled Model Intercomparison Project）
では 18の GCMの出力結果を分析した（Covey et al., 

2003）。ほとんどの GCMでは、観測値と整合的な降水
シミュレーションを作り出すことは困難であるが、気
温シミュレーションは一般によく一致する。現在の時
間範囲を代表する GCMの直接出力結果を使った場合、
このような不確実性が河川流量のシミュレーションに
偏りを生み出す（Prudhomme, 2006）。
　同じ排出シナリオに対して、異なる GCMは、変化
についての異なる地理的パターンを作り出し、それは
特に降水量に関して異なるが、降水量は淡水資源の最
も重要な動因である。Mheel et al.（2007）が示すように、
予測される気温の変化に関する一致度は、降水量変化
に関するものよりはるかに高い（WGI AR4, Chapter 10, 

Figure 10.9）。21世紀末までの降水量変化については、
高緯度地域においてのみマルチモデルアンサンブル
平均がモデル間の標準偏差を上回る。モデルが降水量
の変化の兆候と一致しない地域もある（Murphy et al., 

2004）。不確実性を減少させるために、さまざまなモデ
ルパラメータを用いた異なる GCMによるきわめて多
数のラン【訳注 3-9】、つまりマルチアンサンブル・ラン

【訳注 3-10】（Murphy et al., 2004参照）、あるいは一つの
GCMからの数千のラン（climateprediction.netの実験に
よるものなど ; Stainforth et al., 2005参照）を使用する
ことがしばしば推奨されている。これにより、将来の
変化の条件付確率シナリオの構築が可能になる（例え
ば、Palmer and Räisänen, 2002; Murphy et al., 2004）。し
かしながら、そのような大きなアンサンブルは、淡水
資源への影響の研究を企てる際に実際に用いることは
難しい。ゆえに、シナリオが、シミュレートした地域
的な変化の幅を正確に再現できなかったにもかかわら
ず、特に海面気圧と降水量に関して、アンサンブル平
均が代わりによく用いられる（Murphy et al., 2004）。ほ
かにとりうる方法としては、いくつかの GCMからの
2、3の出力結果を考慮することがある（例えば、全球
スケールでは Arnell（2004b）、河川の流域スケールで
は Jasper et al.（2004））。
　淡水資源に対する気候変動の影響の不確実性は、主

に降水量の入力の不確実性によるもので、温室効果
ガス排出（Döll et al., 2003; Arnell, 2004b）や気候感
度（Prudhomme et al., 2003）、あるいは水文モデル自体
（Kaspar, 2003）の不確実性の影響はあまり大きくない。
英国の二つの集水域における洪水統計の不確実性のさ
まざまな原因の比較（Kay et al, 2006a）は、GCMの構
造が不確実性の最大の原因で、次いで排出シナリオ、
最後に水文モデルであるという結論に至った。同様の
結論が、ブリテン島の月平均流量と低水期流量の統計
に関する Prudhomme and Davies（2007）の研究で得ら
れた。

淡水に対する影響に関する研究への、変化する気候動
因の取り込み
　淡水への気候変動の影響に関するほとんどの研究
は、例えば IPCC データ配信センター（www.ipcc-data.

org）などから得られる、長期間の月々の数値の平均値
における変化に基づいた、降水量や気温の変化しか考
慮していない。多くの影響研究において、現在の状態
と整合するシナリオを得るために、観測された気候数
値の時系列が気候変数の変化の計算値によって調整さ
れている【訳注 3-11】。これらの調整は、気候モデルの
偏りは現在と将来の時間範囲において同様の規模であ
るという仮定のもとで、GCMの誤差を最小にするこ
とを目的としている。これは、観測値と気候モデルに
よって計算された現在の値との差異が大きい、降水量
の予測において特に重要である。モデルの出力は偏る
可能性があり、流出量の変化は過小評価されうる（例
えば、アフリカについては Arnell et al.（2003）、ブリテ
ン島については Prudhomme（2006））。年々の、あるい
は日々の気候変数の変動性の変化は、水循環影響研究
ではしばしば考慮されていない。このことは、将来の
洪水や干ばつ、灌漑用水要求量の過小評価につながる。
　GCMの出力を利用する際のもう一つの問題は、
GCM（典型的には数 100キロメートル）と水文過程

【訳注 3-12】との空間格子スケールの不一致がある。さ
らに、全球モデルの解像度は＜粗すぎるので＞、極端
現象を引き起こす現実的な循環パターンのシミュレ
ーションを不可能にする（Christensen and Christensen, 

2003; Jones et al., 2004）。これらの問題を克服するため、
GCMの出力をより細かい空間的（かつ時間的）解像
度にダウンスケールする技術が開発されてきた（Giorgi 

et al., 2001）。これらには、大規模な気候と小規模な気
候との間の物理的／力学的関連に基づいた力学的ダウ
ンスケール技術（例えば、高解像度領域気候モデル）
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と、大規模な大気変数と観測された日々の地方的な気
象変数との間の経験的関連性を用いた統計的ダウンス
ケール手法がある。統計的ダウンスケール手法におけ
る主要な仮定は、現在の気候に対して認められる統計
的関連性が、将来の状況における変化のもとでも有効
であるということである。ダウンスケール技術は、モ
デル開発者が将来の日々の変動性の変化を <モデルに
＞取り込み（例えば、Diaz-Nieto and Wilby, 2005）、水
資源計画のための将来の河川流量に関する情報の提供
に確率的な枠組みを適用することを可能にするかもし
れない（Wilby and Harris, 2006）。これらのアプローチは、
水資源予測に影響を与える不確実性のさまざまな原因
の相対的重要性を定量化するのに役立つ。

3.3.2　非気候動因

　多くの非気候動因が、地球規模で淡水資源に影響を
及ぼしている（United Nations, 2003）。水資源は、量と
質の両面で、土地利用の変化、貯水池の建設や管理、
汚染物質の排出、水や廃水の取り扱いによる影響を受
ける。水利用は、人口の変化、食料消費、経済政策（水
の価格設定を含む）、技術、生活様式、淡水生態系の
価値に対する社会の考え方によって動かされる。気候
変動に対する淡水システムの脆弱性もまた水管理次第
である。統合水資源管理のパラダイムが世界中でだん
だんと進行することが予想され（United Natios, 2002; 

World Bank, 2003; World Water Council, 2006）、それは、
資源や生息地としての水を政策決定の中心に移動させ
るであろう。このことは、気候変動に対する淡水シス
テムの脆弱性を軽減する可能性が高い。
　第 2章（本巻）は、人口、経済活動、土地被覆、土
地利用、および海面水位を含む非気候動因の将来的な
発展を概観しており、SRESシナリオに焦点を合わせ
ている。本節では、21世紀における淡水にかぎった主
要な動因についての推測を論じる。貯水池建設や解体、
廃水の再利用、海水淡水化、汚染物質の排出、廃水処理、
灌漑およびその他の水利用動因がそれにあたる。
　開発途上国においては、既存の 45,000の大規模
なダムと比較すればその数は少ない可能性が高い
が、将来新たな貯水池が建設されるであろう（World 

Commission on Dams, 2000; Scudder, 2005）。先進国で
はダムの数は一定にとどまる可能性が非常に高い。さ
らに、ダム廃止の問題が議論されている先進国もあ
り、フランスと米国では既に撤去されたダムもある
（Gleick, 2000; Howard, 2000）。環境用水要求量への考慮

は、貯水池運用の変更を必要とするかもしれず、その
結果、人間の水資源利用が制限されるかもしれない。
　将来の廃水利用や海水淡水化の増大は、半乾燥地域
および乾燥地域において水供給を増加させる可能性が
高い方法である（Ragab and Prudhomme, 2002; Abufayed 

et al., 2003）。海水淡水化にかかるコストは減少してき
ており、海水淡水化は内陸都市への水供給の選択肢の
一つとして考えられてきている（Zhou and Tol, 2005）。
しかしながら、海洋生物の侵害や伴出の環境への影響
や、海水淡水化過程で使用されたほかの化学物質も含
みうる高度に濃縮された塩水の安全な処分、高いエネ
ルギー消費について、未解決の懸念がある。これらは
コスト面やカーボンフットプリント【訳注 3-13】に負の
影響を及ぼし、海水淡水化の拡大を妨げるかもしれな
い（Cooley et al., 2006）。
　廃水処理は水質の重要な動因であり、先進国、開発
途上国双方での廃水処理の増大は将来の水質を改善し
うる。例えば、欧州連合（EU）では、「都市廃水指令
（Urban Wastewater Directive）」と「ヨーロッパ水枠組指
令（European Water Framework Directive） 」によって要
求されるようなより効率的な廃水処理が、河川への栄
養塩の点源流入を減少させるであろう。しかし、有機
微小汚染物質（例えば、内分泌＜攪乱化学＞物質）は
地表水と地下水で濃度の上昇が起きると予想される。
これは、将来、先進国と開発途上国双方で化学物質の
生産と消費が増大する可能性が高く（Daughton, 2004）、
これらの汚染物質のうちいくつかは現在の廃水処理技
術では取り除かれないからである。開発途上国では、
栄養塩、重金属、有機微小汚染物質の点源排出の増加
が予想される。降雨の強度が増すと、すべての国で非
点源汚染が増加しうる。
　全球スケールの汚染物質排出の定量的シナリオは窒
素に焦点を合わせがちで、最もらしい将来の幅が大き
い。「ミレニアム生態系評価」のシナリオは、全球の
窒素肥料使用量が、2000年に 90 Mtだったのに対し、
2050年までには 110から 140 Mtに達すると予想して
いる（Millennium Ecosystem Assessment, 2005a）。4つの
シナリオのうち 3つでは、総窒素負荷は全球スケール
で増大するが、一方、第 4のシナリオ、Techno Garden

（SRES B1シナリオに類似）では、現在と比べて大気
窒素降下が減少し、淡水システムへの総窒素負荷は低
下するだろう。農業からの栄養塩と殺虫剤の拡散排出
は、先進国では今後も水質にかかる重要な問題であり
続ける可能性が高く、また開発途上国では増大する可
能性が非常に高いため、水質に深刻な影響を及ぼす。
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　水利用の最も重要な動因は人口と経済開発、および
水の価値に対する社会の考え方の変化である。後者
は、灌漑用水供給より生活用水や工業用水供給への優
先化や、節水技術や水の価格設定が適用される範囲
などの問題について言えることである。4つの「ミレ
ニアム生態系評価シナリオ」【訳注 3-14】すべてにおい
て、2050年の一人当たりの生活用水使用量は世界の
すべての地域でほぼ同じで、およそ 100 m3/年、すな
わち 2000年のヨーロッパの平均になる（Millennium 

Ecosystem Assessment, 2005b）。これは、サハラ以南の
アフリカでは使用量が非常に大きく増大し（5倍）、ま
た先進国（OECD）を除いたすべての地域でわずか
に増大すると推測している。先進国では、一人当た
りの生活用水使用量がさらに減少すると予想される 

（Gleick, 2003）。これらのシナリオに加えて、将来の
生活用水や工業用水利用に関する最もらしいシナリオ
がほかにも多く存在するが、それぞれ大きく異なっ
ている（Seckler et al., 1998; Alcamo et al., 2000, 2003b; 

Vörösmarty et al., 2000）。
　将来の灌漑地域の広がりは、作付強度、灌漑用水利
用効率と並んで、将来の灌漑用水利用の支配的な動因
である。国連食糧農業機関（FAO）農業予測によると、
開発途上国（世界の灌漑面積の 75％を有する）では、
灌漑地の作付強度が 1.27から 1.41回 /年に上昇し、灌
漑用水利用効率がわずかに向上する一方、灌漑面積が
2030年までに 0.6％ /年の割合で拡大する可能性が高
い（Bruinsma, 2003）。これらの推定値は気候変動を考
慮していない。この拡大のほとんどは、南アジア、中
国北部、中近東や北アフリカなど、既に水ストレスに
さらされている地域で生じると予測される。しかし、
「ミレニアム生態系評価」の 4つのシナリオでは、灌
漑地域の拡大はずっと少ないと推測されており、全球
での増加率は 2050年までにわずか 0～ 0.18％ /年であ
る。2050年以降は、Global orchestrationシナリオ（SRES 

A1シナリオに類似）を除くすべてのシナリオで灌漑
面積は安定化、あるいはやや減少すると推測されてい
る（Millennium Ecosystem Assessment, 2005a）。

3.4　主要な将来の影響と脆弱性

3.4.1　地表水

　第 3次評価報告書以降、気候変動が河川流量に及ぼ
す影響に関する 100を超える研究が科学雑誌に発表
されており、さらに多くの研究が内部報告書で報告さ

れている。しかし、研究はいまだにヨーロッパ、北
アメリカ、オーストラリアに強く集中する傾向にあ
る。ほぼすべての研究が、気候モデルシミュレーショ
ンに基づくシナリオによって導き出された水文モデル
を使用しており、その多くが SRESに基づいたシナリ
オを用いている（例えば、Hayhoe et al., 2004; Zierl and 

Bugman, 2005; Kay et al., 2006a）。多くの全球スケール
での評価（例えば、Manabe et al., 2004a, b; Milly et al., 

2005, Nohara et al., 2006）は河川流出量の気候モデルシ
ミュレーションを直接用いているが、推定される変化
の信頼度は、20世紀の流出量を確実にシミュレートす
ることが十分にできないような気候モデルの能力に依
って決まる。
　第 3次評価報告書以来の方法論的な進歩は、気候モ
デルスケールから集水域スケールへの異なるダウンス
ケール手法の影響（例えば、Wood et al., 2004）、シナ
リオの作成や、水文モデルを動かすための領域気候モ
デルの利用（例えば、Arnell et al., 2003; Shabalova et al., 

2003; Andreasson et al., 2004; Meleshko et al., 2004; Payne 

et al., 2004; Kay et al., 2006b; Fowler et al., 2007; Graham 

et al., 2007a, b; Prudhomme and Davies, 2007）、観測さ
れた気候データにシナリオを適用する方法（Drogue et 

al., 2004）、および気候変動の影響の推測への水文モデ
ルの不確実性の影響（Arnell, 2005）の研究に焦点を合
わせてきた。一般に、これらの研究は、同じ情報源（全
球スケールの気候モデル）からシナリオを作成する際
の方法の違いが気候変動の影響の推定に相当な違いを
もたらしうるが、水文モデルの不確実性はモデル化の
手続きでの誤差や気候シナリオの違いよりも小さいだ
ろうことを示している。しかし、将来の河川流量の不
確実性に最も大きく寄与しているのは、シナリオを導
き出すために用いられる GCM間の差異である。
　図 3.3は、A2排出シナリオと第 3次評価報告書で使
われた異なる気候モデルのもと、全世界で、2050年代
までの長期的な年平均河川流出量へ将来の気候変動が
及ぼす影響を示している（Arnell, 2003a）。明らかに、
大河川の流域においてさえ、異なる気候モデルから導
かれた気候変動シナリオは、結果として、将来の流出
量変化の大きく異なる予測を生じさせるであろう（例
えば、オーストラリア、南アメリカ、アフリカ南部）。
　図 3.4は、（12の異なる GCMからの）24の気候モ
デルのランのアンサンブル【訳注 3-15】から導かれた、
SRES A1Bシナリオに対する 2050年までの平均流出
量の変化を示している（Milly et al., 2005）。ほぼすべ
てのモデルのランは、北アメリカやユーラシアの高緯
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度帯において少なくとも流出量の変化の方向に関して
は一致しており、10から 40％の増加を伴う。これは
Nohara et al.（2006）による同様の研究の結果とも合致
しており、この研究は、北半球高緯度帯を除くすべて
の地域において、21世紀の終わりまでの（19の GCM

からの）アンサンブル平均の流出量の変化は標準偏差
よりも小さいことを示している。より高い不確実さで、
流出量は湿潤熱帯地域で増加すると予想されうる。モ
デル間でのかなり強い合致がみられる流出量の減少
（10から 30％）が顕著な地域には、地中海、アフリカ
南部、および米国西部／メキシコ北部が含まれる。一
般に、20世紀後半から 2050年までの間に流出量が減
少する地域は拡大する（Milly et al., 2005）。
　水文学的影響の研究における非常にはっきりとした
とした結論は、温暖化が、現在冬の降水の多くが雪と
して降る地域で、河川流量の季節性に変化を引き起こ
すというものである（Barnett et al., 2005）。このこと
は、ヨーロッパのアルプス（Eckhardt and Ulbrich, 2003; 

Jasper et al., 2004; Zierl and Bugmann, 2005）、ヒマラヤ
山脈（Singh, 2003; Singh and Bengtsson, 2004）、北アメ
リカ西部（Loukas et al., 2002a, b; Christensen et al., 2004; 

Dettinger et al., 2004; Hayhoe et al., 2004; Knowles and 

Cayan, 2004; Leung et al., 2004; Payne et al., 2004; Stewart 

et al., 2004; VanRheenen et al., 2004; Kim, 2005; Maurer 

and Duffy, 2005）、北アメリカ中部（Stone et al., 2001; 

Jha et al., 2004）、北アメリカ東部（Frei et al., 2002; 

Chang, 2003; Dibike and Coulibaly, 2005）、ロシアの領土
全域（Shiklomanov and Georgievsky, 2002; Bedritsky et 

al., 2007）、スカンディナビアとバルト海地域 （Bergström 

et al., 2001; Andreasson et al., 2004; Graham, 2004）での
予測において見出されている。影響は、（降雪が限界
に近い）標高がより低いところで最も大きく（Jasper 

et al., 2004; Knowles and Cayan, 2004）、多くの場合、ピ
ーク流量が少なくとも一か月早く起こるだろう。冬季
の流量は増加し、夏季の流量は減少する。
　氷河地域、とりわけヒンドゥークシ－ヒマラヤや南
アメリカのアンデスから流れ出る河川の多くは、夏
の間氷河の融解によって維持されている（Singh and 

Kumar, 1997; Mark and Seltzer, 2003; Singh, 2003; Barnett 

et al., 2005）。気温の上昇は氷河の融解の増加を引き起
こす。Schneeberger et al.（2003）は、北半球の氷河の
ある例について、2050年までに質量が最大 60％減少
することをシミュレートした。これらの氷河は地球温
暖化によって後退するので（第 1章参照）、河川流量
は短期的には増加するが、氷河融水の寄与は今後数十

年でしだいに減少するだろう。
　降雪がほとんどないもしくはまったくない地域で
は、流出量の変化は、気温の変化よりもむしろ降水の
変化に依存する。降雨が卓越する多くの集水域の研
究（Burlando and Rosso, 2002; Evans and Schreider, 2002; 

Menzel and Burger, 2002:Arnell, 2003b, 2004a; Boorman, 

2003a; Booij, 2005）からの一般的な結論は、流量の季
節性が増大し、ピーク流量の季節にはより流量が多く
なり、低水期にはより流量が少なくなる、あるいは乾
期が長期化する。東アジアのモンスーンの開始の早期
化が、中国におけるピーク流量の季節を早めるだろう
が、大抵の事例研究においては、ピーク流量や低水の
時期の変化はほとんどない（Bueh et al., 2003）。
　湖面水位の変化は、主として、河川からの流入量、
湖面への降水量、および湖面からの蒸発量の変化に
よって決まる。北アメリカの五大湖の影響評価は、21

世紀末までに－1.38から＋0.35 mの水位の変化を示
し て い る（Lofgren et al., 2002; Schwarts et al., 2004）。
Shiklomanov and Vasiliev（2004）は、カスピ海の水位
は 0.5から 1.0ｍの範囲で変化するだろうと示唆して
いる。Elguindi and Giorgi（2006）による別の研究では、
カスピ海の水位は、主に蒸発量の増加によって 21世
紀末までに約 9 m下降すると推測されている。いくつ
かの湖の水位は、入ってくる量と出ていく量の差が変
化することを示しており、ある一時的なシナリオのも
とでは、ビクトリア湖の水位は、初めのうちは蒸発量
の増加が降水量の変化を相殺して下降するが、その後
降水量の増加の効果が蒸発量の増加の効果を上回るた
めに上昇するであろう（Tate et al., 2004）。
　冬の気温の上昇は北部地域における水域の氷レジー
ム（氷結の過程）をかなり変化させる。ロシア国立水
文学研究所（State Hydrological Institute, Russia）におい
て行われた、2010から 2015年の期間を基準期間であ
る 1950から 1979年と比較する研究は、シベリアの河
川が氷に覆われる期間が 15から 27日短くなり、氷層
の最大の厚さが 20から 40％薄くなるであろうことを
示している（Vuglinsky and Gronskaya, 2005）。
　モデルによる研究は、ライン川流域（Pfister et al., 

2004）、ミシガン州南東部（Barlage et al., 2002）、ペン
シルベニア州（Chang, 2003）、エチオピア中央部（Legesse 

et al., 2003）では、土地利用変化の年間流出量への影響
が気候変動と比べて小さいことを示している。しかし、
オーストラリア南東部（Herron et al., 2002）やインド
南部（Wilk and Hughes, 2002）などのその他の地域では、
土地利用による影響と気候変動による影響は同じ程度
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かもしれない。オーストラリアの例では、気候変動は
植林によって引き起こされる流出量の減少をかなり悪
化させる可能性がある。
　大気中の二酸化炭素濃度の上昇には、蒸発散に対し
て、またそれゆえに水の収支と流出量に対して、競
合しうる二つの影響がある。第一に、CO2濃度の上昇
は、植物からの蒸発が起こる気孔を通る水量を減らす
ので、蒸発量の減少を導きうる。第二に、CO2濃度の
上昇は、植物の成長を促進することで葉の面積を増加
させ、よって葉からの合計蒸発散量の増加を導きうる。
しかしこれら二つの効果の相対的な大きさは植物種に
よって異なり、また栄養塩の利用可能量や、気温や水
利用可能量の変化の効果などほかの影響にも依存す
る。流出量に対する CO2濃度の影響の説明には、動態
植生モデルの水文学的モデルへの結合を必要とする。
少数のモデルが現在これを行っている（Rosenberg et 

al., 2003; Gerten et al., 2004; Gordon and Famiglietti, 2004; 

Betts et al., 2007）が、それらは大抵（集水域ではな
く）GCMスケールである。植生均衡モデルを用いた
研究は、葉面積の増加が気孔の閉鎖を相殺するかもし
れないと示唆している（Betts et al., 1997; Kergoat et al., 

2002）が、動態植生モデルを用いた研究は、気孔の応
答が葉面積の増加の影響よりも優勢であることを示し
ている。CO2に起因する植生変化を考慮すると、CO2

の濃度上昇（生理学上の要因）のみによる蒸発散量
減少の結果として、2倍の CO2濃度気候下での全球平
均流出量が約 5％増加するとシミュレートされている
（Betts et al., 2007; Leipprand and Gerten, 2006）。これは、
流域スケールでの（しばしば、さらに大きい）変動（図
3.3，3.4，3.7）や、全球での流出量変化の値に匹敵す
るかもしれない。例えば、全球平均流出量は、2倍の
CO2濃度での 143の GCMシミュレーションのアンサ
ンブルにおいて、気候変動のみによって 5から 17％上
昇するとシミュレートされている（Betts et al., 2006）。

3.4.2　地下水

　水の使用が世界的に増加することを主な理由とし
て、将来の地下水の需要は増加する可能性が高い。も
う一つの理由としては、全体的な降水量変動の増大と、
降雪が卓越する流域での夏の低水期の流量の減少によ
る、地表水利用可能量の低下を相殺する必要性がある
だろう（3.4.3節参照）。
　気候変動は、地下水涵養率、すなわち再生可能な地
下水資源と地下水位に影響を与えるだろう。しかし、

先進国と開発途上国のどちらにおいても、現在の涵養
量や地下水位に関する知識でさえ乏しい。気候変動が、
水理学的につながっている地表水と帯水層の関係にど
のように影響を与えているかという問も含め、気候変
動の地下水への影響に関する研究はほとんど行われて
きていない（Alley, 2001）。ある特定の条件下（河川
と帯水層の水理学的なつながりがよく、地下水涵養率
が低いという条件）では、河川水位の変化が地下水涵
養の変化よりも地下水位に影響を与える（Allen et al., 

2003）。気候変動の結果として、世界の多くの帯水層
では春の涵養が冬の方に移動し、夏の涵養は減少する。
高緯度地域では、永久凍土の融解が地下水位と地下水
質に変化をもたらすだろう。気候変動は、地下水涵養
にも影響を与える植生の変化を引き起こすかもしれな
い。また、特に、激しい雨や洪水が地下水の主な涵養
源である乾燥、半乾燥地帯では、洪水の頻度と規模の
増大によって地下水涵養量は増加するかもしれない。
半乾燥地域の基盤岩の帯水層は、割れ目や溶解チャネ
ルへの降水の直接の浸透によって補給され、沖積層の
帯水層は主に洪水によって涵養される（Al-Sefry et al., 

2004）。従って、気候変動の地下水涵養への影響評価
には、降水の変動性や氾濫地域の変化の影響を含めな
ければならない（Khiyami et al., 2005）。
　全球の水文モデルの結果によれば、（全球で平均化
された時）地下水涵養量は全体の流出量の増加を上回
らないレベルで増加する（Döll and Flörke, 2005）。総
流出量（地下水涵養量と速い表面流出量と中間流出量
の和）は、（SRES A2シナリオに対する ECHAM4の
結果では）気候値である 1961から 1990年と 2050年
代との間で 9%上昇すると計算されたが、地下水涵養
量は 2%しか増加しない。調査された 4つの気候シナ
リオでは、計算された地下水涵養量は、ブラジル北東
部、アフリカ南西部、および地中海の南縁沿いにおい
て、70％以上の劇的な減少をする（図 3.5）。総流出量
が減少するこれらの地域では、地下水涵養量の減少率
は、総流出量の減少率よりも大きく、それは、半乾燥
地域では地下水涵養は日降水量がある閾値を越えた場
合にのみ起こるというモデルを仮定したためである。
しかし、この研究では、日降水量の変動性の増大が考
慮に入れられていない。地下水涵養量が 2050年代ま
でに 30％以上増加する地域には、サヘル、近東、中国
北部、シベリア、および米国西部が含まれる。乾燥地
域での地下水面の上昇は大抵の場合便益となるが、例
えば市街地や農業地域では問題を引き起こすかもしれ
ない（土壌の塩性化、土壌の湿潤化）。図 3.5の 4つの
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シナリオの比較は、＜温暖化ガスの＞低排出が地下水
涵養量に顕著な変化を引き起こさないことや、スペイ
ンやオーストラリアなどの地域では 2つの排出シナリ
オによる違いよりも、2つの気候モデルによる違いの
方が大きいことを示している。
　さまざまな帯水層における地下水への気候影響に関
するわずかの研究は、非常に地域特性のある結果を示
している。ベルギーの地下水盆について、地下水と土
壌の結合モデルを用いることで、夏の少雨と冬の多雨
を予想するさまざまな気候シナリオに対して、地下水
涵養量と地下水位の将来の減少が予測された（Brouyere 

et al., 2004）。イングランド東部の白亜質の帯水層への
気候変動の影響はこれと同様であると思われる。夏に
は、地下水涵養量と河川流量は 50％も減少すると予
測されており、水質の問題と地下水の取水制限を引き
起こしうる（Eckhardt and Ulbrich, 2003）。カナダ南部
の閉鎖系の白亜質の帯水層における降水量、気温、地
下水位に関する歴史的な分析に基づくと、地下水位と
降水量との相関関係は、気温との相関関係よりも強い
ということが分かった。しかし、特に、閉鎖系の帯水
層が薄い所では、気温が上昇すると地下水位の気温に
対する感度が上昇する（Chen et al., 2004）。より高緯
度の地域では、バイオマスと葉面積指数の増加（成長
環境の改善と蒸発散の増加）のため、地下水と流出量
の気温上昇に対する感度はより大きい。湿潤な米国北
東部に位置する開放系の帯水層に関しては、気候変動
が 2030年と 2100年までに、地下水涵養量、地下水位、
湿地、潜在的水供給量、および低水期の流量へさまざ
まな影響を及ぼすと計算されたが、それらの兆候や規
模は地下水モデルの入力を計算するために用いられた
気候モデルに強く依存する（Kirshen, 2002）。
　気候変動は、塩水の帯水層への浸入と蒸発散の増加
による地下水の塩水化に強い影響をもたらす可能性が
高い。海面上昇は、沿岸域の帯水層で塩水の淡水地下
水への浸入を引き起こし、地下水資源に悪影響を与え
る。インドの海岸沖の二つの小さくて低平なサンゴ礁
の島においては、淡水レンズの厚さは、わずか 0.1m

の海面上昇で、それぞれ 25から 10m、36から 28mに
減少すると計算された（Bobba et al., 2000）。地下水涵
養量のいかなる減少も海面上昇による影響をいっそう
悪化させるであろう。内陸の帯水層では、地下水涵養
量の減少は近接する塩水帯水層の塩水侵食を導く可能
性があり（Chen et al., 2004）、半乾燥および乾燥地域で
の蒸発散の増大は、浅い帯水層の塩水化をまねくかも
しれない。

3.4.3　洪水と干ばつ

　気候変動性の増大を伴うより温暖な気候は、洪水お
よび干ばつ双方のリスクを高めるだろう（Wetherald 

and Manabe, 2002; Table SPM2 in IPCC, 2007）。洪水と干
ばつの影響を左右する気候動因および非気候動因は複
数あるため、リスクの発現はいくつかの要因に依存し
ている。洪水には河川洪水、鉄砲水、都市洪水および
下水道洪水があり、強いかつ／または長期的な降雨、
融雪、ダムの決壊、あるいはアイスジャムや地滑りに
よる河道の縮小によって起こりうる。洪水は、降水の
強度、量、時期、河川やその流域の先立つ条件（例えば、
雪氷の有無、土壌特性、土壌水分量、都市化、および
堤防、ダム、貯水池の存在）に依存する。氾濫原への
人間の侵入や洪水対応計画の欠如は被害の可能性を高
める。
　干ばつという用語は、気象学上の干ばつ（平均よ
りはるかに少ない降水量）、水文学上の渇水（河川流
量の低さや河川、湖沼、および地下水の水位の低さ）、
農業上の干ばつ（土壌水分の低さ）、および環境上の
干ばつ（以上の組合せ）を指すだろう。干ばつの社会
経済的影響は、自然状態と、土地利用および土地被覆
の変化、水需要および水利用などの人為的要因との相
互作用から生じるだろう。過剰な取水は干ばつの影響
をいっそう悪化させうる。
　気候モデル予測間で一致する確固とした結果の一
つは、より温暖な気候においてより極端な降水現象
が起こる可能性が非常に高いということだ（3.3.1節
参照）。降水強度はほとんどすべての地域で増加する
が、特に、平均降水量も増加する中・高緯度地域にお
いて増加する（Meehl et al., 2005, WGI AR4, Chapter 10, 

Section 10.3.6.1）。このことは、鉄砲水および都市洪水
のリスクに直接影響する。雨水排水システムは、気候
変動の結果増大する降水強度に順応するように適応さ
れなければならない（Waters et al., 2003）。低緯度地域
および中緯度内陸地域の夏季における干ばつの増加
は可能性が高い（WGI AR4, Summary for Policymakers, 

Table SPM.2）が、陸面過程のモデルに影響されやすい。
HadCM3 GCMと SRES A2シナリオを用いた Burke et 

al. （2006）による 2090年代の予測は、強度に湿潤化す
る地域や乾燥化する地域があり、全体としては全球の
正味の乾燥化のトレンドを示している。例えば、全球
で見ると、極端な干ばつ下にある陸面の割合は 10か
ら 30倍に増える、つまり現在の 1～ 3％から 2090年
代までに 30％になる、と推測されている。100年に 1
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度規模の極端な干ばつ現象の数と平均の干ばつ期間
は、2090年代までにそれぞれ 2倍と 6倍に増える可能
性が高い（Burke et al., 2006）。ヨーロッパ南部におけ
る夏季の降水量の減少は気温上昇を伴い、このことが
蒸発要求量を増加させ、必然的に夏季における土壌水
分の減少（Douville et al., 2002）と、より頻繁でかつよ
り強い干ばつをまねくであろう。
　気温が上昇するにつれて、特に、秋季と春季におけ
る気温が 0℃に近い地域において、降水が雪ではなく
雨として降る可能性が高まる（WGI AR4, Summary for 

Policymakers）。融雪の時期は早まり、＜現在の＞融雪
期の融雪量は少なくなることが予測されており、この
ことは融雪水に涵養される流域において、水需要が最
大となる夏季と秋季の干ばつリスクの増大をまねくか
もしれない（Barnett et al., 2005）。
　地球上の人口の 6分の 1以上が氷河や季節的な積雪
からの融水に水供給を頼る中、将来の水利用可能量に
ついて予測された変化の結果は、確信度が高く、既に
いくつかの地域ではそう診断されており、不利で、厳
しいものとなるだろう。乾季における主要な水供給源
として氷河の融水に大きく頼る地域では、干ばつの問
題が予測される（Barnett et al., 2005）。アンデス山脈
では、長い乾季の間、氷河の融水が河川流量と何千万
という人々の水供給を支えている。例えば、ボリビア
やエクアドル、ペルーなどにある多くの小さな氷河
（Coudrain et al., 2005）は、今後数十年間の間に消え、人々
や生態系に悪影響を与えるだろう。氷河の急速な融解
は河川の洪水や氷河融水湖の形成をまねきうるが、後
者は突発的な洪水への深刻な脅威をもたらすかもしれ
ない（Coudrain et al., 2005）。ヒンドゥークシ－ヒマラ
ヤの氷塊のすべてがここ 20年間で減少してきている。
それゆえ、ヒンドゥークシとヒマラヤの氷河融水に涵
養される地域で、中国とインドの何億という人々が頼
る水供給は、負の影響を受けるだろう（Barnett et al., 

2005）。
　SRES A1シナリオと似た IPCC IS92a 排出シナリオ
（IPCC, 1992）のもとでは、洪水または干ばつリスク
の顕著な変化がヨーロッパの多くの場所で予想される
（Lehner et al., 2005b）。ヨーロッパ南部および南東部が
干ばつ頻度の顕著な増加を示す一方で、洪水頻度が最
も高まる傾向にある地域はヨーロッパ北部と北東部で
ある。これは、ECHAM4と HadCM3両 GCMで計算さ
れた気候変動の場合である。両モデルは、2070年代ま
でに、現在の 100年に 1度規模の干ばつが、スペイン
やポルトガルの一部、フランス西部、ポーランドのビ

スワ川流域、およびトルコ西部において、平均して 10

年以下の頻度で再現するであろうという推定で一致し
ている（図 3.6）。研究は、全体的な降雨量の増加にも
かかわらず、英国の一部において、2080年代までにピ
ーク時の融雪洪水が減少することを示唆している（Kay 

et al., 2006b）。
　最近のある研究の結果（Reynard et al., 2004）は、英
国における洪水頻度の将来変化の推定が、すべてのシ
ナリオにおいて頻度の高まりが予測されていた以前の
評価（第 3次評価報告書以前）と比較して、現在はっ
きりと異なることを示している。洪水レジーム（規模
と頻度）への気候変動の影響は、使用される GCM、
融雪の寄与の大きさ、集水域の特性および場所によっ
て、正とも負ともなりえ、気候変動影響に依然として
残っている不確実性を際立たせている（Reynard et al., 

2004）。
　Cunderlik and Simonovic（2005）によるカナダのオン
タリオ州における集水域の感度研究は、降雨によって
引き起こされる洪水の増加が予想される一方で、融雪
によって引き起こされる洪水の減少を予測した。年間
最大流量の変動性は増大すると予測される。
　Palmer and Räisänen（2002）は、コントロールラン【訳

注 3-16】と CO2が 2倍になった時との間の、冬季降水
量の GCMによる差を分析した。ヨーロッパにおける
非常に湿潤な冬季と、アジアにおける非常に湿潤なモ
ンスーン季節のリスクの大幅な増大が見出された。冬
季（北半球）の総降水量が正常値の 2標準偏差を超え
る確率はヨーロッパの大部分において大幅に高くなる
（5から 7倍）と予測され、その結果、冬季の洪水災害
の可能性が高くなる。
　Milly et al.（2002）は、世界の 16の大きな流域のう
ち 15の流域について、CO2を 4倍に増やした結果、＜
河川流量が＞コントロールランにおける 100年の極値
流量（月単位）をより頻繁に超えると予測されること
を証明した。これらの予測には大きな不確実性がある
が、現在 100年に 1度とされている洪水（コントロー
ルラン）がより頻繁に、つまり 2から 5年ごとでさえ、
起こると予測される地域もある。しかしながら、温暖
な地域の多くでは、春季洪水への融雪水の寄与は平均
して減少する可能性が高い（Zhang et al., 2005）。土壌
水分と洪水リスク（Sivapalan et al., 2005）、河川洪水と
高潮（Svensson and Jones, 2005）など、極端現象の同
時確率の将来変化も考慮されてきている。
　極端現象が人間の福利に与える影響は、適応能力の
低い国々において不釣り合いに発生する可能性が高い
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（Manabe et al., 2004a）。バングラデシュの洪水域は、全
球気温が 2℃上がることによって少なくとも 23～ 29％
増加すると予測される（Mirza, 2003）。世界の人口の
最大 20％が、地球温暖化の過程で 2080年代までに増
大する洪水の危険性によって影響を受ける可能性が高
い河川流域に居住している（Kleinen and Petschel-Held, 

2007）。

3.4.4　水質

　水温の上昇および流出量の変動は、人の健康、生態
系、水利用に影響する水質の不利益な変化を生み出す
可能性が高い（Patz, 2001; Lehman, 2002; O’Reilly et al., 

2003; Hurd et al., 2004）。河川や湖沼における水位の低
下は、水供給へのマイナスの影響を伴う、水底の堆
積物や遊離化合物の再懸濁をまねくだろう（Atkinson 

et al., 1999）。降雨の激化は、土壌の河川侵食によって
湖沼や貯水池における懸濁固形物（濁り）の増加を
まねき （Leemans and Kleidon, 2002）、また汚染物質を
もたらすだろう （Mimikou et al., 2000; Neff et al., 2000; 

Bouraoui et al., 2004）。
　表面水温の上昇は藻類増殖を促進し（Hall et al., 

2002; Kumagai et al., 2003）、細菌および菌類の含有量を
増加させるだろう（Environment Canada, 2001）。これ
は塩素処理された飲み水の悪臭や味の悪さおよび毒素
の発生につながるかもしれない（Moulton and Cuthbert, 

2000; Robarts et al., 2005）。さらには、廃水処理場にお
いてリンの除去能力を高めたとしても、藻の成長は長
期的には温暖化に伴い増加するかもしれない（Wade et 

al., 2002）。高コストと藻類増殖の断続的な性質のため、
水道事業はこの問題を既存の技術では解決できないだ
ろう（Environment Canada, 2001）。流出量の増加によ
る栄養塩や堆積物の増加は、水位の低下とも相まって、
水質にマイナスの影響を与え（Hamilton et al., 2001）、
特別な措置を施さない限り、水源を利用できないも
のに変えてしまう可能性もあるだろう（Environment 

Canada, 2004）。さらに、水温の上昇は、揮発性および
準揮発性化合物（例えば、アンモニア、水銀、ダイオ
キシン、殺虫剤）の地表の水域から大気への移動を増
進するだろう（Schindler, 2001）。
　強い降雨が増加すると予想される地域では、汚染物
質（殺虫剤、有機物、重金属など）がますます土壌か
ら水域へ洗い流されるだろう（Fisher, 2000; Boorman, 

2003b; Environment Canada, 2004）。化学肥料や殺虫剤
が使用される時期および植生の成長が低い時期が流出

量の増加と一致する地域では、流出量の増加が化学肥
料や殺虫剤を水域へ流動させると予想される（Soil and 

Water Conservation Society, 2003）。また、酸性大気から
の降下の結果として、河川や湖沼の酸性化が進むと予
想される（Ferrier and Edwards, 2002; Gilvear et al., 2002; 

Soulsby et al., 2002）。
　河川流量が減少する河口や内陸部の河川において
は塩分濃度が増加するだろう（Bell and Heaney, 2001; 

Williams, 2001; Beare and Heaney, 2002; Robarts et al., 

2005）。Pittock（2003）は、オーストラリアのマレー・
ダーリング川流域の灌漑地域より上流の支流域におい
て塩濃度が 2050年までに 13～ 19％、2100年までに
21～ 72％上昇すると予測した。（塩分の自然サイクル
への人為的妨害による）水の二次的な塩水化もまた、
既に一次的な塩水化に悩まされている水域に頼る多く
の人々を脅かすであろう。気候がより暑く乾燥化する
地域においては、進行する乾燥化を和らげるための人
間活動（例えば、灌漑、分水路、貯水量の拡大）は二
次的な塩水化をいっそう悪化させるだろう（Williams, 

2001）。水の塩水化は、海岸の海水浸入に悩まされて
いる小島嶼や、流出量が減少している半乾燥地と乾
燥地において主要な問題になると予想される（Han et 

al., 1999; Bobba et al., 2000; Ministry for the Environment, 

2001; Williams, 2001; Loáiciga, 2003; Chen et al., 2004; 

Ragab, 2005）。海面上昇により地下水の塩水化が進行
する可能性が非常に高い。
　極端な降雨の増加に伴い、水媒介性の疾病が増加
するであろう（Hall et al., 2002; Hijioka et al., 2002; D’
Souza et al., 2004; 第 8章も参照）。干ばつに悩まされ
ている地域においては、下痢性やその他水関連疾病の
発生の高まりは水質の悪化を反映するであろう（Patz, 

2001; Environment Canada, 2004）。
　開発途上国においては、衛生方法や適切な飲料水化
方法の欠如、および健康状態の悪さのため、生物学
的な水質は悪い（Lipp et al., 2001; Jiménez, 2003; Maya 

et al., 2003; WHO, 2004）。従って、気候変動は、克服
するのが難しい新たなストレス要因となるであろう
（Magadza, 2000; Kashyap, 2004; Pachauri, 2004）。残念な
ことに、気候変動が生物学的な水質に与える影響を開
発途上国の視点から、すなわち、開発途上国に特有な
生物や、廃水を食料生産に使用することの影響、質の
低い水が灌漑に利用されている開発途上国においての
みの固有の寄生虫病（Helminthiases diseases）などを
考慮して、分析している研究はない（WHO/UNICEF, 

2000）。
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　上水処理場および下水処理場が既に存在する地域に
おいても、より多様な微生物の存在の拡大は、施設が
それらに対処するように設計されていないため、脅威
をもたらすであろう。例えば、強い降雨の後のクリプ
トスポリジウムの発生により、上水処理場におけるろ
過過程を増やすことを強いられた先進国もあるが、こ
れは操業コストの 20から 30％の増加に相当し（AWWA, 

2006）、一般的な方法とは言えない。
　水質の変異は次のことの結果としても将来観測され
るかもしれない：
・ 水力発電のための貯水量の増加（Kennish, 2002; 

Environment Canada, 2004）
・ 海面上昇による沿岸域における雨水排水処理と下水
処理の障害（Haines et al., 2000）

・ 質の低い水源からの取水の増加
・ （降水量の増加の結果、）帯水層への浸透速度の増加
あるいは地表水への流出量の増加による汚染物負荷
の増大

・ 洪水時の水関連インフラの機能不全（GEO-LAC, 3; 

DFID, 2004）
・ 極端な降雨時における上水および下水処理場の処理
能力への過負荷（Environment Canada, 2001）

・ 汚染された雨水量の増加

地表水と地下水の涵養量が減少すると予測される場所
では、希釈度の低下により水質も悪化するであろう
（Environment Canada, 2004）。不幸なことに、水質問題
が既に存在していようとも、そのような水の利用を必
要とする地域もある（3.2節を参照）。例えば、ほかに
選択肢がないために、ヒ素またはフッ素を含む水が消
費されている地域においては、水質がさらに悪化して
も依然としてその水を消費することが必要かもしれな
い。
　世界人口の少なくとも 10分の 1は廃水で灌漑され
た作物を消費していると推定されており（Smit and 

Nasr, 1992）、その大部分はアフリカ、アジア、および
ラテンアメリカの開発途上国においてである（DFID, 

2004）。この数字は人口増加や資産の増加に伴って増
加し、水をより効率的に利用すること（再利用を含
む）が避けられなくなるだろう。栄養塩の再利用とし
ての都合のよさを認める一方で（Jiménez and Garduño, 

2001）、質の低い水を再利用することによる健康およ
び環境リスクを認識することが不可欠である。
　開発途上国においては、脆弱性は適切な情報の欠如、
変化する環境に対応する際の制度的な弱さ、および資

源流動化の必要性と関連がある。世界全体としては、
脆弱性は不確実性のもと、環境変化に対して事前に対
応する必要性と関連がある。（水温の上昇で自浄作用
が低下した状況における）下水処理戦略や、極端な気
候条件においても効果的に稼動するうえ水および下水
処理場の設計、水の再利用とリサイクル方法について、
再考される必要があるだろう（Luketina and Bender, 

2002; Environment Canada, 2004; Patrinos and Bamzai, 

2005）。

3.4.5　侵食と土砂輸送

　水収支の構成要素の変化は、侵食、斜面安定性、流
路変化および土砂輸送といった多くの地形学的過程に
影響を及ぼす（Rumsby and Macklin, 1994）。地形学的
な変化の水質への間接的な影響も存在する（Dennis et 

al., 2003）。さらに、水文地形学は淡水生息地に影響を
及ぼす要素である。
　土壌侵食に関するすべての研究が、降雨の量と強度
の増加は、保護策がとられない限り侵食率の増大をも
たらすであろうと示唆している。土壌侵食率はさまざ
まな理由から気候の変化に対応して変化することが予
想される。最も直接的なのは、降雨の侵食力の変化で
ある。その他の理由には次のようなものがある：
・ 水分状態の変化に伴う植物バイオマス生産の変化が
及ぼす林冠の変化

・ 気温に支配される植物残渣分解率の速度、水分に依
存した土壌内微生物の活動の速度、および植物バイ
オマス生産率の変化によって引き起こされた地表面
リター被覆の変化

・ 浸透量と流出量の比を変化させる、降水レジームと
蒸発散速度の変化による土壌水分の変化

・ （より侵食の影響を受けやすい土壌構造につながる）
土壌有機物濃度の低下および（土壌表面のシーリン
グおよびクラスト形成拡大による）流出量の増加に
よる土壌侵食性の変化

・ 冬季気温の上昇による、侵食を起こさない雪から侵
食を起こす雨への冬季降水の転換

・ 以前は侵食されなかったものを侵食される土壌状態
にする、永久凍土層の融解

・ 新しい気候レジームに順応するために必要とされる
土地利用の転換

Nearing（2001）は米国における降雨による侵食性の変
化の可能性を評価するために、2つの GCM（HadCM3
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と Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis 

CGCM1）の出力結果と、月間雨量と降雨による侵食
性（土壌侵食を引き起こす降雨の力）の関係を用いた。
推測された変化は顕著であり、多くの場合とても大き
いが、モデル間の結果は規模と地域的な分布の双方に
おいて異なっていた。Zhang et al.（2005）は中国の黄
河流域における降雨による侵食性の変化の可能性を評
価するために、HadCM3を用いた。降雨による侵食性は、
地域全体にわたって 2050年までに 11から 22％増加す
ると予測された。
　Micheal et al.（2005）は、ドイツのザクセン州にあ
る二つの場所に関して、今後 50年間での侵食の増加
をおよそ 20から 60％と予測した。これらの結果は、
この種の評価に含まれるいくつもの相互作用（例えば、
変化する気候とバイオマス生産）に関しては、議論の
余地のある著しい単純化に基づいている。Pruski and 

Nearing （2002a）は、HadCM3 GCMを用い、かつ侵食
に影響する基本的な物理学的、生物学的メカニズムを
考慮して、米国の 8つの場所における 21世紀の侵食
のシミュレーションを行った。対象になった作物シス
テムはトウモロコシとコムギであった。その結果は、
侵食過程に影響するいくつかの要因間の相互作用の複
雑さを示した。全体としては、降水の増加が予測され
る場所では、侵食は 15から 100％増加すると推定され
た。降水の減少が予測される場所では、主に植物バイ
オマス、流出量、侵食の相互作用によって結果はより
複雑であり、全体としては侵食の増加も減少も起こり
うる。
　土壌侵食および堆積物の生成に対する気候変動の顕
著な影響の可能性は、降雪から降雨への変化と関係し
ている。この影響は、北部の気候において特に重要だ
ろう。冬季における気温の上昇は、雪に代わって雨と
して降る冬季降水量の増加をもたらし、雨水流出によ
る侵食が増大するだろう。プロセスに基づくアプロー
チを用いた上記の結果は、温暖化による雪から雨への
転換の影響を組み入れたが、研究は一般的にはこの特
定の影響を叙述していなかった。表面粗度、シーリン
グおよびクラスト形成などの土壌表面状態の変化は、
気候の転換に伴って変化し、それゆえに、侵食率に影
響を与えるだろう。
　Zhang and Nearing（2005）はオクラホマ中部におけ
る土壌侵食への気候変動による影響の可能性を評価し
た。1950から 1999年、および 2070から 2099年の期
間に関して、SRES A2と B2シナリオ、および GGa1

シナリオ（温室効果ガスが年 1％の割合で増加するシ

ナリオ）を使用して、HadCM3 GCMからの月間予測
が用いられた。HadCM3によって予測される、オクラ
ホマ州エルリノにおける 2070から 2099 年の年間平
均降水量は A2、B2、GGa1においてそれぞれ 13.6％、
7.2％、6.2％減少するが、予測される侵食量は（不耕
起耕地保護農法シナリオを除いて）A2では 18～ 30％
増加し、B2ではほぼ変わらず、GGa1では 67～ 82％
増加する。GGa1シナリオにおける侵食量の大きな増
加は、モデルシミュレーションにおける月間降水量の
変動性の増大と激しい暴風雨の頻度の高まりに原因特
定された。結果は、予測される気候のもとで、不耕起（あ
るいは耕地保護耕起）システムが、土壌侵食を減少さ
せるのに効果的でありうることを示唆した。
　より複雑であるが、有力そうな要因は、新しい気候
レジームに順応するために必要な土地利用における転
換の可能性である（O’Neal et al., 2005）。農業従事者
らが作物栽培システムに適応するにつれて、侵食力に
対する土壌の影響の受けやすさも変化するだろう。農
民の適応は、播種、耕作、および収穫時期の転換か
ら、作物種の変化にまで及ぶだろう（Southworth et al., 

2000; Pfeifer and Habeck, 2002）。米国中西部の北部に
対するモデリングの結果は、侵食が将来の土地利用変
化によって増大するであろうことを示唆しており、そ
の大部分はコムギとトウモロコシの生産からダイズの
生産への一般的な転換のためである。調査域にある 11

地域のうち 10地域について、1990～ 1999年と比較し
て 2040～ 2059年には、予報される流出量は 10から
310％増加し、土壌喪失は 33から 274％増加した（O’ 
Neal et al., 2005）。ほかの土地利用シナリオは異なる結
果を導くだろう。例えば、改善された保護農法は侵食
率を大きく減少させうるが（Souchere et al., 2005）、一
方で「焼畑」における森林の皆伐は、流出と侵食によ
る影響の受けやすさに莫大な負の影響を与える。
　河川における流砂量【訳注 3-17】への気候変動の予想
される影響については、ほとんど研究がなされていな
い。Bouraoui et al.（2004）はフィンランド南部に関して、
観測された雨量と気温の増加が積雪の減少および冬季
における流出量の増加の原因であり、このことが、モ
デルにおける浮流砂【訳注 3-18】の増加に帰着すること
を示した。Kostaschuk et al.（2002）がフィジーにおい
て熱帯低気圧に伴う浮流砂を計測したところ、計測し
た流れでは非常に高い（容積で 5％ほど）土砂濃度で
あった。著者らは、エルニーニョパターンの変化によ
ってもたらされた熱帯低気圧の強度の増大が、フィジ
ーおよび南太平洋地域においてみられる流砂量の増加
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をもたらしうると考えた。
　土壌保全努力に対する気候変動の影響に関して、最
近の科学的研究からの重要な認識は、保護対策が今
後ますます極端現象に焦点を当ててなされるべきだ
ということである（Soil and Water Conservation Society, 

2003）。強い降雨現象は、降雨全体の寄与に対して不
釣り合いな量の侵食の原因となり、もしこのような暴
風雨の頻度が高まると、その影響は将来いっそう悪化
するばかりであろう。

3.5　コストとほかの社会経済的側面

　気候変動の影響は社会的および経済的なコストと便
益を必然的に伴い、これらを測定するのは困難である。
これらは、損害のコストや、（損害を軽減あるいは回
避するための）適応コストはもちろん、ある地域にお
ける水利用可能量の改善の結果として生じうる便益も
含む。淡水システムに対する将来の気候変動の影響に
ついての不確実性に加え、気候変動のコストを評価す
る際に考慮されるべき人口統計学的発展、社会的発展、
および経済開発を含む、ほかの複合的要因もある。気
候変動のコストおよび便益は、金銭的コストの増減や、
例えば、洪水による世帯の移転や水生種の喪失など
の、人間と生態系への影響を含む、いくつかの形態を
とるだろう。これまで、これらのコストは金銭的観点
からはほとんど推定されてこなかった。水資源におけ
る気候に関連した変化の経済的影響を定量化する努力
は、データ不足と推定＜結果＞が推定手法や仮定（こ
こでは、水利用可能量の変化が、農業利用、都市利用、
河川内利用などさまざまなタイプの水利用の間でどの
ように配分されるかに関する仮定）の違いに対して非
常に敏感であるという事実によって妨げられている。
（Changnon, 2005; Schlenker et al, 2005; Young, 2005）。
　水供給に関しては、気候変動のコストが便益を上
回るであろう可能性が非常に高い。その一つの理由
は、降水の変動性が増大する可能性が非常に高いこと
である。洪水や干ばつの影響は、適切なインフラ投
資や、水と土地利用管理の変更によって和らげられ
うるが、これらの対応はすべてコストを必然的に伴
う（US Global Change Research Program, 2000）。もう一
つの理由は、水関連のインフラ、利用パターン、制度
が、現在の条件下で発達してきたことである（Conway, 

2005）。洪水や干ばつの頻度、水利用可能量や水質、
水が利用可能な時期のいかなる大きな変化も、金銭的
観点のみならず、異なる利益集団の間で起こるであろ

う争いにうまく対処する必要性を含む、社会的な影響
の観点からも、コストがかかる調整を必要とするだろ
う（Miller et al., 1997）。
　水文学的変化は、正の影響を持つ側面もあれば、負
の影響を持つ側面もあるだろう。例えば、年間流出量
の増加は、再生可能な水資源が増加することでさまざ
まな河川内および河川外水利用者に便益を生み出すか
もしれないが、同時に、洪水リスクが増加することで
害を生み出すかもしれない。最近数十年、南アメリカ
南部の一部の地域におけるより湿潤化のトレンドは、
洪水で浸水する地域を増大してきたが、アルゼンチン
のパンパ地帯の作物収量も向上させ、新しい商業的漁
業の機会を提供してきた（Margin et al., 2005 ;  第 13章
も参照）。流出量の増加は、浅い地下水面を持つ地域
にも損害を与えうる。そのような地域では、地下水面
の上昇は農業利用を妨げ、都市部の建物に損害を与え
るだろう。例えばロシアでは、浅い地下水面によって
引き起こされる現在の年間損害は 50億～ 60億米ドル
になると推定されており（Kharkina, 2004）、将来増加
する可能性が高い。加えて、もし、さらなる流出が高
水期に集中するならば、年間流出量の増加は、直ちに
利用可能な水資源の便益のある増加にはつながらない
かもしれない。

3.5.1　 気候変動は水需要と水利用可能量の
バランスにどのような影響を与えるか？

　気候変動が水需要と水利用可能量の間のバランスに
どのような影響を与えるかを評価するためには、社会
的に価値のある水利用の全体と、それらの利用間で水
の配分がどのように変化する可能性が高いかを考慮す
る必要がある。水は、生活用水としてだけでなく、レ
クリエーションの機会を含む、水界生態系や環境的な
快適さを支える役割において、また、灌漑農業生産や、
水力発電、その他の工業利用の要素としても価値があ
る（Young, 2005）。水利用可能量のあらゆる変化の社
会的コストや便益は、変化がこれらの潜在的に競い合
っている人間の水需要のおのおのにどのように影響を
及ぼすかによるだろう。水利用可能量の変化は、既存
の水管理インフラの運営や新しいインフラへの投資に
よって変更されながらも、流出の量、変動性、季節性
の変化に依存するであろう。水配分を管理する制度は、
水利用可能量の変化の全体的な社会的影響、および社
会のさまざまな部門にまたがる得失の分配を決定する
のに大きな役割を果たすだろう。制度的状況は国の内
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部および各国間の両方において著しく異なり、その結
果として、しばしば、効率性、衡平性、水利用の柔軟
性およびインフラの発達における相当な違いが生じる
（Wichelns et al., 2002; Easter and Renwick, 2004; Orr and 

Colby, 2004; Saleth and Dinar, 2004; Svendsen, 2005）。
　加えて、水量は唯一の重要な変数ではない。水質と
温度の変化も、都市、工業、農業利用の価値、および
水界生態系に相当な影響を持ちうる。都市の水利用に
関しては、水質の悪化は浄化コストを相当に増加しう
る。降水強度の増大は、周期的な濁りの増加と、地表
水源の栄養塩と病原体の含有量の増加に帰着するだろ
う。ニューヨーク市の給水事業は、激しい降水現象が、
市のいくつかの主要な貯水池における濁度を取水時に
おける水質基準に対する法的限界の 100倍まで上昇さ
せ得るため、このような現象を気候変動に関連した主
要な関心事の一つとして特定しており、このことは、
処理および監視のための相当な追加的コストを必要と
する（Miller and Yates, 2006）。

水需要
　多くの異なる種類の水需要がある。ある分野で消費
された水はもはやほかの使用には利用はできないとい
うふうに、これらのうちのあるものは、互いに直接的
に競合する。その他の場合では、ある単位量の水は、
例えば、河川内の漁業や水力発電所、生活用水利用者
に対して連続して便益を与えるなど、流域を流れる
間に何度も繰り返し利用されるだろう。分野別の水需
要は、人口、居住パターン、資産、産業活動、および
技術の変化に応じて、時とともに変化すると予想され
る。例えば、急速な都市化は水需要の相当な地方的伸
びを引き起こす可能性があり、このことは、特に乾燥
地域において、安全で入手しやすい生活用水供給のた
めの目標達成をしばしば困難にする（例えば、Faruqui 

et al., 2001）。加えて、気候変動はおそらく、現在の水
利用（現在満たされている各分野の需要）はもちろん、
望まれる水利用（需要）も変化させるだろう。もし気
候変動が結果として、需要に対する水不足の拡大をま
ねくならば、適応は、水利用効率を改善する技術的変
化、（例えば、メーターによる計量や価格設定を通じた）
需要管理、および水利権の取引性を改善する制度上の
変更を含むことになるだろう。このような変更を実施
するには時間がかかり、それゆえ、これらの変更は時
間が経つにつれてより効果的になる可能性が高い。そ
れぞれの利用様式に対する水利用可能量は、ほかの競
合する水利用によって影響を受けるだろうから、人間

の水利用に対する気候変動の影響の完全な分析は、水
利用効率の変化の影響や、ある分野からほかの分野へ
の水利用の意図的な移転を含む、分野間にまたがる相
互作用を考慮すべきである。例えば、短期間の水の賃
貸や水利権の永久的な売却を含む、通常は農業利用か
ら都市や環境利用への自発的な水移転は、アメリカ西
部においてはますます普通のことになってきている。
これらの水市場取引は、気候変動に対する適応を容
易にするのに役割を果たすと期待される（Miller et al., 

1997; Easter et al., 1998; Brookshire et al., 2004; Colby et 

al., 2004）。
　灌漑取水は全球取水のほぼ 70％を占め、全球の消費
的水利用（利用中に蒸発散する水の割合）の 90％を占
める（Shiklomanov and Rodda, 2003）。全球水利用のう
ち、灌漑農業の役割が支配的であると仮定すると、（消
費される水の単位当たりの作物生産高で定義される）
灌漑用水利用の生産性を増加させる管理慣行は、その
他の人間や環境利用のための水利用可能量を大きく増
加させることができる（Tiwari and Dinar, 2002）。すべ
ての分野ごとの水需要のうち、灌漑分野は、気候変動
に最も強く影響されるが、灌漑手法の有効性の変化に
も影響されるだろう。水不足に直面している地域では、
灌漑用水利用の変化は、灌漑用水需要の変化、より高
い価値での利用（例えば、都市部）への需要の変化、
将来の管理の変化、および水利用可能量の変化の複合
的な影響によって引き起こされるだろう。
　一般に、より高い気温と降水の変動性の増大は、た
とえ＜作物の＞成長期間における総降水量が同じだっ
たとしても、灌漑用水需要の増加をまねくであろう。
大気中の CO2濃度が増加した結果、水利用効率が高
まる作物もあり、このことは、水投入単位量当たりの
作物収量の割合（水生産性－「一滴当たりの作物増大
（more crop per drop）」 ）を高めるだろう。しかし、エ
ジプトのような暑い地域では、熱ストレスによって収
量が減少するため、この割合は低下するかもしれない
（第 5章参照）。
　灌漑用水利用に対する気候変動に関連した要因の影
響を定量化することを試みる全球スケールの研究は存
在しないが、灌漑面積と気候変動性に変化がないと仮
定した、最適な成長期間および収量を最大化する灌漑
水利用に対する気候変動の影響のみがモデル化されて
いる（Döll, 2002; Döll et al., 2003）。これらの著者らは、
2つの気候モデルで説明された SRES A2、B2シナリ
オを適用し、多くの灌漑地域で最適な成長期間が＜い
まより＞ずれうることを見出した。世界中で最も広い
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灌漑面積を持つ国々である中国とインドの正味の灌漑
必要量は、排出シナリオと気候モデルによって、2020

年には、それぞれ、＋ 2から＋ 15%および－ 6から
＋ 5%変化する。異なる気候モデルは、正味の灌漑必
要量に対して異なる世界スケールの変化を予測してお
り、推定される増加量は、2020年代までの 1から 3%と、
2070年代までの 2から 7%の幅がある。正味の灌漑用
水必要量の最も大きな全球スケールの増加は、B2排出
シナリオに基づく気候シナリオによるものである。
　国家スケールでは、統合的な研究がいくつかある。
米国における気候変動に対する農業分野の適応（つま
り、灌漑生産と天水生産の間での転換）に関する 2つ
のモデル研究は、さまざまな気候シナリオに対して、
2030年以降の灌漑面積と取水の減少を予知している
（Reilly et al., 2003; Thomson et al., 2005b）。この結果は、
気温上昇による灌漑作物の収量減少、あるいは降水の
増加による天水作物の収量増加によって引き起こされ
る、灌漑農業と天水農業の収量差の縮小に関係してい
る。これらの研究は、日降水量の変動性の増大を考慮
しておらず、天水作物収量がおそらく過大に見積もら
れている。利益最大化条件におけるイリノイ州のトウ
モロコシ灌漑の研究では、年間降水量の 25%の減少は、
日降水量の標準偏差が倍になったうえでの年間降水量
の 15%の減少と、灌漑の収益性に対する影響が同じで
あることが見出された（Eheart and Tornil, 1999）。 この
研究はまた、利益を最大化する灌漑用水利用は、収量
を最大化する水利用に比べて降水量の変化に対してよ
り強く反応すること、また、大気中の CO2が倍になる
ことの影響がわずかであることを示した。
　気候変動の影響が考慮されていない FAOの研究
（Bruinsma, 2003）によると、開発途上国において、
2030年までに灌漑取水が 14%増加すると予知されて
いる。しかし、4つの「ミレニアム生態系評価」シナ
リオでは、全球スケールでの増加はずっと少なく、灌
漑面積は、2030年までにわずか 0から 6%、2050年ま
でに 0から 10%増加すると推測されている。圧倒的な
水利用の増加は生活分野および工業分野で起こる可能
性が高く、2050年までに取水量は 14～ 83%増加する
（Millennium Ecosystem Assessment, 2005a, b）。これは、
生活利用および工業利用における水の価値がずっと高
いであろうという考えに基づいている（特に水ストレ
スの状況下では正しい）。
　気候変動による家庭の水需要（例えば、庭の水やり）
および工業用水需要の増加は、例えば、ある場所では
2050年代までに 5%未満の増加など、かなり小さい可

能性が高い。（Mote et al., 1999; Downing et al., 2003）。
水需要に関する、間接的で、小さい副次的な影響とし
ては建物を涼しくするための電力需要の増加があり、
このことは火力発電所を冷却するための取水を増加さ
せる傾向にあるだろう（第 7章参照）。ニューヨーク
市における水利用の統計分析は、25℃を超えると、一
人当たりの一日の水利用は 1℃ごとに 11リットル（現
在の一人当たりの一日の利用の約 2％）増加すること
を示した（Photopapas et al., 2000）。

水界生態系のための水利用可能量
　すべての生態系のうちで、淡水生態系は、気候変動
によって絶滅の危機に脅かされる種の割合が最も大き
い だ ろ う（Millennium Ecosystem Assessment, 2005b）。
寒い、あるいは雪が卓越する流域では、気温の上昇は、
水温の上昇を通じてのみならず（第 4章参照）、水流
に変更をもたらすことによっても淡水生態系に影響を
与える。例えば、カナダのアルバータ州北部では、ア
イスジャムによる洪水の減少が、水界生息地の喪失を
引き起こすだろう（Beltaos et al., 2006）。河川流出が季
節によって減少するところでは、淡水生態系および沿
岸海洋生態系の両方への負の影響が予想される。イン
グランド北西部のタイセイヨウサケ【訳注 3-19】は、産
卵期間の適切な水深（現在は全期間で中＜適切＞）が、
SRES A2シナリオのもとでは、2080年代には期間の
94%にだけ存在するようになるため、気候変動によっ
て負の影響を受けるだろう（Walsh and Kilsby, 2007）。
このような変化は、生態学的流量管理や、EU の生息
環境指令（Habitats Directive）のような環境に関する法
令への遵守に対して、密接な関係を持つだろう。アメ
リカ西部における流出量減少の場合、2050年までにサ
クラメント川およびコロラド川のデルタでは、塩分濃
度の劇的な増加と、続いて起こる生態系の崩壊が起き
るだろうし、また、コロンビア川水系では、管理者は、
サケ【訳注 3-20】の遡上のための春夏の放流か、夏秋の
水力発電のどちらかの選択に直面するだろう。水政策
にかかわらず、太平洋に面した＜アメリカ大陸＞北西
部においては、気候変動によっていくつかのサケの種
の絶滅が起こるかもしれない（Barnett et al., 2005）。
　海への淡水流入量の変化は、濁度、塩分濃度、成層
化、栄養塩利用可能量の変化をもたらすだろうが、こ
れらはすべて、河口および沿岸の生態系に影響を及ぼ
す（Justic et al., 2005）。ミシシッピ川の河川流出量の
増加が、メキシコ湾における貧酸素（酸素の不足）現
象の頻度を増加させるであろうが、ハドソン湾への河
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川流出量の増加はその反対の影響をもたらすであろう
（Justic et al., 2005）。コロニーをつくる水鳥の繁殖には、
ある最低年間流量を必要とするため、オーストラリア
のマレー・ダーリング川流域のマッコリー湿地での鳥
の繁殖現象の頻度は、河川流量の減少とともに減ると
推測されている。気候変動および再植林は河川流出量
の減少の原因となりうるが、2070年以前においては、
10年スケールでの気候変動性による降水時期の移動に
よる影響が最も大きいと予想されうる（Herron et al., 

2002）。

社会経済的な活動のための水利用可能量
　気候変動は河川流出量を変化させる可能性が高く、
結果として、河川内利用と河川外利用【訳注 3-21】の水
利用可能量に重要な影響をもたらす。河川内利用は、
水力発電、航行、漁業およびレクリエーションを含む。
ヨーロッパに対する水力発電の影響は、マクロスケー
ルの水文モデルを用いて推定されてきた。その結果は、
IS92a排出シナリオのもと、2070年代までに、20世紀
末に存在している水力発電所の電力生産可能力が、電
力の 19%（フィンランド）からほぼ 100%（ノルウェー）
が水力発電によって生産されているスカンディナビア
とロシア北部において、15～ 30%増加するであろう
ことを示唆している（Lehner et al., 2005a）。ポルトガル、
スペイン、ウクライナ、ブルガリア、およびトルコに
関しては 20～ 50%あるいはそれ以上の減少が算定さ
れており、そこでは電力の 10（ウクライナ、ブルガリア）
から 39%が水力発電によって生産されている（Lehner 

et al., 2005a）。ヨーロッパ全体（水力発電の占める割合
は 20%）では、水力発電可能力は、2070年代までに 7

～ 12%の減少を示す。北アメリカでは、五大湖の生じ
うる流出量の減少が、ナイアガラとセントローレンス
川での水力発電量の減少の結果として、著しい経済的
損失をまねきうる（Lofgren et al., 2002）。全球気温が 2

℃上昇するとしている CGCM1モデルの予測では、オ
ンタリオ州のナイアガラとセントローレンスの水力発
電量は 25～ 35%減少し、結果として、2億 4,000万～
3億 5,000万カナダドル（2002年時価）の年間損失に
なる（Buttle et al., 2004）。しかし、HadCM2気候モデ
ルでは、水力発電可能力の少しの増加（＋ 3%）が算
定され、それはおよそ 2,500万カナダドル /年に値す
る。一連の気候モデルシナリオを調査したもう一つの
研究は、2℃の全球気温の上昇がセントローレンス川
の水力発電能力を 1から 17%減少させうることを見出
した（LOSLR, 2006）。将来における洪水期間の延伸は、

航行をより頻繁に混乱させ、またライン川においては、
船舶の載荷を制限する低水状況が、現在の気候条件で
の 19日から、2050年代には 26～ 34日にまで増加す
るかもしれない（Middelkoop et al., 2001）。
　河川外利用には、灌漑取水、生活取水、都市利用取
水、および火力発電のための冷却水を含む工業用水が
ある。取水のための水利用可能量は、流出量、帯水層
の状態、および技術的な水供給インフラ（貯水池、揚
水井戸、供給網など）の関数である。飲料水への安全
なアクセスは、流出量のレベルよりも、むしろ技術的
な水供給インフラのレベルに依存する。しかし、気候
変動の結果流出量が減少する地域では、飲料水への安
全なアクセスを改善するという目標の達成がより困難
になるだろう。また、気候変動は、例えば水供給イン
フラに影響を与える水位の変化により、水供給分野に
追加的なコストをもたらし、このことは、より多くの
人への水供給サービスの拡大を妨げるかもしれない。
　もし大きな地下水層や貯水池からの取水がなけれ
ば、気候変動に起因する季節ごとの流出レジームの変
化と流出量の年々変動は、長期間の平均年間流出量の
変化と同じくらい水利用可能量にとって重要になりう
る（US Global Change Research Program, 2000）。冬の積
雪量が減少している、融雪に涵養される流域に住んで
いる人々は、夏秋の河川流量の減少による悪影響を受
けるかもしれない（Barnett et al., 2005）。例えば、ライ
ン川では、2050年代までに夏の低水期の流量の 5か
ら 12%の減少に悩まされるかもしれず、このことは、
特に火力発電所のための、水供給に悪影響を与えるだ
ろう（Middelkoop et al., 2001）。エルベ川流域に対す
る研究は、河川流量、地下水涵養量、作物収量、およ
び面源汚染は減少する可能性が高く（Krysanova et al., 

2005）、実際の蒸発散量は 2050年までに増加すると予
測される（Krysanova and Wechsung, 2002）ことを示した。
中国に対しては、気候変動のもと信頼できる水供給を
保証するために必要な追加的な井戸や貯水池に対する
投資と運営コストが見積もられてきた。このコストは、
現在の水ストレスが低い流域（例えば、長江）では低く、
現在の水ストレスが高い流域（例えば、黄河）では高
い（Kirshen et al., 2005a）。さらに、水供給コストに対
する気候変動の影響は、増大する気候変動ゆえのみな
らず、増加する需要のために将来的に増加するだろう。
　多くの全球スケール（Alcamo and Henrichs, 2002; 

Arnell, 2004b）、国家スケール（Thomson et al., 2005a）、
および流域スケール（Barnett et al., 2004）の評価は、
水ストレスに関して、半乾燥および乾燥流域が地球上
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で最も脆弱な流域であることを示している。もし降水
量が減少したら、ほとんどの半乾燥河川流域における
水利用で支配的である灌漑用水の需要は増加し、す
べての需要を満たすことが不可能になるかもしれな
い。例えば、米国西部のサクラメント－ホアキン川お
よびコロラド川流域の場合、（ダウンスケールされた
GCM、つまり米国大気研究センター（National Center 

for Atmospheric Research）による PCMモデルからの出
力によって動かされた流域水文モデルによって算出さ
れた）河川流量の変化が非常に大きいため、2020年を
過ぎると、＜気候変動に＞適応した貯水池管理があっ
たとしても、（環境面での目標を含む）今日の水需要
のすべてを満たすことはできなくなるだろう（Barnett 

et al., 2004）。さらに、もし需要の増加に応じた灌漑利
用の増加が許されるなら、それは下流における流出
量と河川流量の減少を増幅させるだろう（Eheart and 

Tornil, 1999）。Huffaker（2005）は、灌漑効率の効果を
期待できる改善を目指す政策は、灌漑者が、決められ
た分水権をより広い土地に広げることを可能にすると
言及している。その意図せぬ結果は、リターン・フロ
ー（復帰水）として川に再流入する筈の水を下流域か
ら奪う、消費的水利用の増加となりうる。そのような
政策は、河川流量の減少を被る下流域での灌漑をもは
や実現不可能なものにしうる。
　カナダの半乾燥地帯のある流域での事例研究は、気
候変動によって水供給と灌漑用水需要のバランスがど
のように変わるか（Box 3.1参照）、またこの変化に伴う
コストはどのように査定されるかを示している。
　中国西部では、春の融雪の早期化と氷河の減少が、
灌漑農業用の水利用可能量を減少させる可能性が高い
（第 10章参照）。テキサスのある帯水層に対して、農
家の純収入は、灌漑用水供給の減少と灌漑用水需要の
増加により、2030年代までに 16～ 30％減少し、2090

年代までに 30～ 45%減少すると予測されている。し
かし、都市利用と工業利用が支配的な水利用による
正味の総厚生は、2%以下の減少である（Chen et al., 

2001）。もし、気候変動のせいで淡水供給を海水淡水
化した水に切り換えなければならないならば、気候変
動によるコストは、淡水化にかかるコストを含むこと
になる。淡水の塩素処理にかかるコストが 0.02 米ドル
/m3であり、カナダの事例研究（Box 3.1参照）の場合
の追加的な供給にかかるコストが 0.35から 1.9米ドル
/m3の間であるのに比べ、淡水化コストは、現在、海
水に対して 1 米ドル /m3、汽水に対して 0.6 米ドル /m3

である（Zhou and Tol, 2005）。エジプト、中国、バング

ラデシュ、インド、東南アジアの人口密度の高い沿岸
域（FAO, 2003）では、淡水化にかかるコストはひどく
高くなるだろう。
　開発途上国における大部分の半乾燥地帯の流域
は、人口、およびそれゆえに水の需要が将来急激に増
加すると予測され、かつ対処能力が低いため、先進
国の流域に比べて気候変動に対してより脆弱である
（Millennium Ecosystem Assessment, 2005b）。対処能力は、
大きな貯水池あるいは深井戸からの信頼できる水供給
へのアクセスがない農村の人々において特に低い。農
村地域の人々は、河川流量の量や時期および地下水涵
養の変化の影響を直接に受ける。それゆえ、水資源を
濫用していない半乾燥地帯の流域においてさえ、気候
変動性の増大は強い負の影響を与える。湿潤な流域で
は、人々は乾燥地帯の流域の人々ほども干ばつへの対
処を準備していないだろうが、水の需要や利用可能量
に対する気候変動の影響により容易に対処できる可能
性が高い（Wilhite, 2001）。
　強い水ストレスにさらされた場所で生活している人
口の地球規模での推定は、研究によって著しく異な
る（Vörösmarty et al., 2000; Alcamo et al., 2003a, b, 2007; 

Oki et al., 2003a; Arnell, 2004b）。気候変動は将来の水
ストレスに影響を与える要因の一つにすぎず、人口統
計学的、社会経済学的、技術的変化が、大部分の時間
範囲および地域においてより重要な役割を担っている
であろう。2050年代には、排出シナリオの差異より
も SRESの 4つのシナリオの人口予測の差異が、水ス
トレスを受ける流域（一人当たりの水資源量が 1,000 

m3/年未満の流域と定義される）に住む人口数により
大きな影響を与えるだろう（Arnell, 2004b）。水ストレ
スの深刻な河川流域に住む人口数は著しく増えるだろ
う（表 3.2）。SRESシナリオの全幅において、増大す
る水ストレスのリスクにさらされる人口は、2020年
代、2050年代、2080年代にはそれぞれ、4億から 17

億人、10億から 20億人、11億から 32億人と予測さ
れる（Arnell, 2004b）。2050年代（SRES A2 シナリオ）
には、2億 6,200～ 9億 8,300万人が水ストレスにある
とされる分類に移行するだろう（Arnell, 2004b）。しか
しながら、一人当たり水利用可能量の指標を用いれば、
気候変動は全球の水ストレスを減少させるようにみえ
る。これは、流出量の増加が、主に東アジア、東南ア
ジアの、世界で最も人口稠密な地域に激しく集中して
おり、さらに、主に高水期に発生するためである（Arnell, 

2004b）。それゆえ、流出量の増加は、余分な水が蓄え
られないならば、乾季の問題を軽減しないだろうし、
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また、世界のほかの地域における水ストレスを和らげ
ないだろう。
　もし水ストレスが人口と気候変動の関数としてのみ
評価されるのではなく、水利用変化の関数としても評
価されるならば、非気候動因（収入、水利用効率、水
生産性、工業生産）の重要性が高まる（Alcamo et al., 

2007）。収入の増加は、人口の増加よりもずっと大き
な影響を増大する水利用と水ストレス（取水と水資
源の比として表現される）に与える。水ストレスは、
2050年代までに、全球の陸地の 20から 29％では減少
し（2つの気候モデルと SRES A2、B2シナリオを考え
る）、全球の陸地の 62から 76％では増加するとモデル
計算された。水ストレス減少の主な原因は降雨の増加
による水利用可能量の増加であり、一方、水ストレス
増大の主な原因は取水の増加である。収入の増加によ
って刺激された生活用水利用の増大が支配的＜要因＞
であることが見出された（Alcamo et al., 2007）。
　2050年代以降の高い水ストレス下にある人口数の変
化は、排出シナリオによるところが大きい。A2シナ
リオでは相当な増加が予測され、A1および B1排出シ
ナリオでは、再生可能な淡水資源の地球規模での増加
や人口のわずかな減少により、増加の速度がより緩や
かであろう（Oki and Kanae, 2006）。それにもかかわら
ず、季節的パターンの変化や極端現象の発生確率の増
加はこれらの影響を相殺するであろう。

3.5.2　 気候変動は洪水被害にどのように
影響するか？

　将来の洪水被害は、気候変動それ自体はもちろん
（Schiermeier, 2006）、居住パターン、土地利用の決定、
洪水予報・警報・対応システムの質、および脆弱な地
域に位置する構造物とその他の資産の価値によると
ころが大きいだろう（Mileti, 1999; Pielke and Downton, 

2000; Changnon, 2005）。Choi and Fisher（2003）は、選
定した米国の地域について、2つの気候変動シナリオ
下での洪水被害の予想される変化を推定した。そのシ
ナリオでは、年間平均降水量がそれぞれ 13.5％、21.5

％増え、年間降水量の標準偏差は変化しないままか、
あるいは＜降水量に＞比例して大きくなる。彼らは、
洪水被害の時系列をもとに、人口、富を表す指標、年
間降水量を説明変数として、計量経済学モデル（回帰
モデル）を用いて計算した。彼らは、年間降水量の平
均と標準偏差が 13.5％増加したならば、洪水被害の平
均と標準偏差は 140%以上増加すると予測されること

を見出した。推定結果は、人口と富の説明力が 82％で
あるが、それらに降水量を加えると説明力が 89％に増
加することから、洪水による損失は曝露に関係するこ
とを示唆している。また、ほかの研究では、米国北東
部の大ボストン市地域に関して、カナダ気候センター
（Canadian Climate Centre）モデルと IS92排出シナリオ
を用いて、極端な降水現象の変化による洪水被害影響
の可能性を調べた（Kirshen et al., 2005b）。彼らは、適
応への投資が行われない場合、洪水により被害を受け
る資産の数、および洪水の全般的コストの両方が、気
候変動がない場合に予想されるものと比べて 2100年
までに倍になるであろうこと、および、洪水による輸
送手段の遅れが、今世紀にわたってしだいにかなり厄
介なものとなるであろうことを見出した。この研究は、
これらの被害の可能性が高い経済的規模は、すべての
氾濫原への普遍的な洪水対策などの適応策に対する巨
額の出費を正当化するのに十分に大きいと結論づけ
た。
　この結論は、2080年代のイングランドとウェールズ
における河川および沿岸の洪水による被害のシナリオ
研究によって支持されている（Hall et al., 2005）。ここ
では、4つの排出シナリオを SRESに似たフレームワ
ークにおける社会経済変化の 4つのシナリオと結び付
けている。すべてのシナリオで、現在の洪水管理政策
や慣行、インフラが変更されなければ、洪水被害は増
大すると推測される。B1型の世界における 2℃の気温
上昇では、2080年代までに、年間の被害は現在の 10

億ポンドに対して 50億ポンドと推定されるが、B2型
の世界では、ほとんど同様の気候変動に伴う被害はた
った 15億ポンドである。A1型の世界では、2℃の気
温上昇に対して、年間被害は 2050年代までに 150億
ポンド、さらに 2080年代までに 210億ポンドに達す
るであろう（Hall et al., 2005; Evans et al., 2004）。
　気候変動の洪水被害に及ぼす影響は、現在の 20年
に 1度あるいは 100年に 1度規模の洪水の再発期間の
変化のモデル化、および、水位と流量の関係（目盛の
高さ（水位）と単位時間当たりの水の量（流量）の間
の関係）と詳細な資産データから決められた現在の洪
水被害の推定値から推定されうる。そのような方法を
用いると、大気中の CO2濃度が 2倍になる条件下では、
オーストラリアの三つの流域における年平均の直接洪
水被害が 4から 10倍に増えると予測される。（Schreider 

et al., 2000）
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3.6　適応：実践、オプション、制約

3.6.1　適応の背景

　水利用可能量と需要の変化する状況への適応は、常
に水管理の中心的課題となってきた。歴史的には、水
管理は増加する水需要を満たすことに集中してきた。
土地利用の変化が起こっているところを除いて、天然
資源のベースは一定であると慣例的に仮定されてき
た。伝統的に、水文学的な設計法は、過去は未来の手
がかりであるとする原理に等しい、静的な水文学の仮
定に基づいている。この仮定はもはや有効でない。従
って、水関連インフラ設計の現在の手順は見直される
必要がある。さもなければ、システムは過大に、または、
過小に設計され、結果として、必要以上のコストがか
かるか、性能不足になるであろう。
　状況の変化に対応するための変更や水管理の新しい
手法は、気候変動に合わせるために注意深く設計され
てはいない、自律的適応である。干ばつに関連したス
トレスや、洪水現象、水質問題、および増加する水需
要が、世界各地でのインフラ投資と制度変更の両方の
原動力となっている（例えば、Wilhite, 2000; Faruqui 

et al., 2001; Giansante et al., 2002; Galaz, 2005）。一方で、
計画された適応は気候変動を明確に考慮に入れてい
る。そうする際に、水管理の計画者は、すべての不確
実性を解決することは不可能であり、1つ、もしくは
数個の気候モデルシナリオのみに判断の基礎を置くの
は賢明ではないことを認識する必要がある。むしろ、
将来の水文変化の確率論的な評価を使うことで、計画
者はリスクと対応オプションをより良く評価できるで
あろう（Tebaldi et al., 2004, 2005, 2006; Dettinger, 2005）。
　統合水資源管理は、気候変動に対する適応策を検討
する手段となるべきだが、今のところ初期の段階であ
る。統合的水管理戦略が成功するには、社会観を捉え
ること、計画策定過程を作り変えること、土地と水資
源管理の調整、水の量と質の関連の認識、地表水と地
下水の連結利用、自然システムの保護と復元、気候変
動への考慮の包含などを含む＜必要がある＞。さらに、
統合戦略は情報の流れに対する障害を明瞭にする。完
全な統合的手法が常に必要なわけではなく、むしろ、
統合の適切なスケールは、特定のニーズに応じて効果
的な行動を容易にする程度によるであろう（Moench et 

al., 2003）。特に、水管理における統合的手法は、競合
する水利用者間の紛争を解決するのに役立ちうる。米
国西部のいくつかの場所では、水管理者とさまざまな

利害集団が合意に基づいた意思決定を促進する方法を
試みている。これらの試みには、計画策定過程にステ
ークホルダーを参加させるための地方流域イニシアテ
ィブや州主導または連邦支援の取組みが含まれる（例
えば、US Department of the Interior, 2005）。このような
イニシアティブは、競合する利害間の交渉が、幅広い
要因を考慮した、互いに満足な問題解決に達すること
を容易にする。コロラド川流域のように大きな流域の
場合、これらの要因はいくつもの時間スケールや空間
スケールにわたる（表 3.4）。
　最近では、水分野において気候変動への適応に対
する認識を高めるために、水と気候に関する対話
（Dialogue on Water and Climate （DWC））（Box3.2参照）
のようないくつかのイニシアティブが立ち上げられて
きている。DWCイニシアティブの主要な結論は、対
話モデルはステークホルダーとともに適応戦略を開発
するために重要な仕組みを提供するということであ
る。（Kabat and van Schaik, 2003）。

3.6.2　適応オプションの原則

　第 3次評価報告書は供給側と需要側の適応オプショ
ンの相違点を引き出したが、そのことは一連のシステ
ムに適用できる。表 3.5は、平時と干ばつ時の供給を
確保するよう設計された、水資源に関する適応オプシ
ョンをまとめたものである。
　それぞれのオプションは、供給側のものであれ、需
要側のものであれ、長所と短所の幅があり、異なるオ
プションの相対的便益は地方の状況による。しかし大
まかに言えば、貯水容量や水路からの汲み上げ量の増
加などの供給側のオプションは、環境に悪い結果を及
ぼす傾向がある（それらは、多くの場合、緩和されう
る）。逆に、需要側の施策はしばしば個人の行動の積
み重ねによるため、その実際的な有効性が不確実であ
る。水資源の適応施策とエネルギー利用削減政策の間
にも関連がある。脱塩や多量の水の汲み上げを含む施
策などのいくつかの適応オプションは、エネルギーを
大量に消費し、緩和政策と調和しないかもしれない。
特に農作物の形でのバーチャルウォーター輸入によっ
て、国内における水需要を減少させることは（Allan, 

1998; Oki et al., 2003b）、ある経済的社会的条件下（例
えば、輸入代金を支払う財政的手段や農家にとって代
わりとなる収入機会があるという条件下）においての
み適応オプションの一つとなるかもしれない。
　これらは可能性の範囲を余すところなく述べてはい
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ない。基礎的な地球物理学、水文気象学、および環境
データなどの情報や、社会、文化、経済的価値や生態
系の必要性に関する情報も、効果的な適応のためには
非常に重要である。これらのデータを集め、それらを
効果的な監視や早期警戒システムに活用するプログラ
ムは、適応への重要な第一歩をなすだろう。
　米国西部では、水市場の取引や農業用水から都市ま
たは環境用水への協議による転用は、干ばつによる
緊急時の短期的な必要性はもちろん、（例えば人口増
加による）需要の長期的な変化に適応するためにも、
ますます用いられるようになっている（Miller, 2000; 

Loomis et al., 2003; Brookshire et al., 2004; Colby et al., 

2004）。水市場はチリ（Bauer, 2004）、オーストラリア
（Bjornlund, 2004）、カナダの一部（Horbulyk, 2006）で
も発展しており、また、非公式でしばしば規制のない
ある種の水市場が、中東、南アジア、北アフリカで生
まれている（Faruqui et al., 2001）。法律や行政上の手続
きや水利権の文書化が、ほかの水利用者や環境価値を
守りつつ、どの程度市場ベースの水の転用を促進する
かという点で、国や準国家＜レベル＞の管轄権は大幅
に異なる（Miller, 2000; Faruqui et al., 2001; Bauer, 2004; 

Matthews, 2004; Howe, 2005）。実現可能であるならば、
短期的な転用は、都市供給のような高い価値の水利用
に対し、柔軟性と安全性の向上を提供し、状況次第で
は、さらなる貯水池建設よりも有益であることを立証
するかもしれない（Goodman, 2000）。
　主要な都市水道事業のあるものでは、気候変動の影
響の可能性に対処するための戦略的計画に、既にさま
ざまな水市場協定を取り込んでいる。南カリフォルニ
アのメトロポリタン水管区（Metropolitan Water District 

of Southern California）（メトロポリタン）がそうであ
り、ロサンゼルス、オレンジ、サンディエゴ、リバー
サイド、サンバーナーディノ、およびベントゥーラ郡
の都市水道事業に大量の水を供給している。メトロポ
リタンは最近、パロヴェルデ灌漑区と 35年間の選択
権つき契約を結んだ。この協定のもとで、この区域の
土地所有者は、メトロポリタンの要求により区域の農
地の最大で 29％までしか灌漑せず、それによって最大
137Mm3の水をメトロポリタンに供給することに同意
した。引き換えに、土地所有者は、割り当て面積に応
じた一括支払いと、その年にプログラムに基づいて灌
漑しなかった面積に応じた年ごとの追加的な支払いを
受け取る。この契約は、地域改善プログラムにも資金
を提供する（Miller and Yates, 2006）。
　増大する洪水リスクに対抗するオプションは、例え

ば送水システムなどを通じた洪水の調節と、システム
の洪水被害の受けやすさの改修の二つに分類される。
近年、多くの国の洪水管理政策は、防御から洪水と共
存するための社会の能力の強化へと移行してきている
（Kundzewicz and Takeuchi, 1999）。これは、防御施策の
実施も含むかもしれないが、洪水予報と警報の強化、
規制、区画化、保険、および移転などの施策を含むパ
ッケージの一部である。それぞれの施策には長所と短
所があり、その選択はその場所に特有であって、すべ
てを満たす唯一の施策は存在しない。（Kundzewicz et 

al., 2002）。

3.6.3　適応オプションの実際

　第 3次評価報告書以来、多くの研究が、実際の水管
理システムにおける適応を明示的に調べてきた。ある
研究では、どのような適応オプションが実現可能かを
明確に考慮することなく、特定の集水域または水管理
システムにおける適応の必要性をみきわめようと努め
た。例えば、カリフォルニアの流量レジームの変化は
「カリフォルニアの水利権システムを根本的に変える」
だろうし（Hayhoe et al., 2004）、また、米国の大部分に
わたる流量の季節的分布の変化は「さらなる投資が必
要かもしれない」ことを意味するだろう（Hurd et al., 

2004）。河川流量レジームの変化はコロンビア川の管
理者に「難題をもたらす」だろう（Mote et al., 2003）。
また、ケベック南部における洪水頻度の増加は「重要
な管理決定がなされなければならないだろう」ことを
意味している（Roy et al., 2001）。
　多くの研究が、ある状況における特定の適応オプシ
ョンの物理的な実現可能性と有効性を調べてきた。例
えば、改良された季節予報がカリフォルニア州のフォ
ルサム湖における水力発電に対する気候変動の影響を
相殺することが示された（Yao and Georgakakos, 2001）。
対照的に、米国のコロンビア川流域で調べられた適応
オプションのどれも現在のすべての需要を満たし続け
ることはなく（Payne et al., 2004）、発電の維持と魚の
ための河川内流量維持のバランスについて再び協議し
なければならないだろう。同様に、カリフォルニアの
サクラメント・サンホアキン流域の研究は、需要や予
想の変化なしに、「現状のシステムの性能を将来維持
するのは不可能であろう」と結論づけた（VanRheenen 

et al., 2004）。カリフォルニア全体の水管理に対する気
候変動の影響の概観（Tanaka et al., 2006）は、カリフ
ォルニアの水供給システムは気候と人口の著しい変化
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に物理的に適応できるようであるが、適応には費用が
かかり、使用者間での水の大幅な移転を必要とし、ま
た新しい技術の適用を必要とすると結論づけている。
ある適応オプションの実現可能性は状況によって変わ
る。例えば、カナダのオカナガン集水域における水の
価格設定の研究は、居住地域と農業地域間での可能性
が高い成功の相違を示した（Shepherd et al., 2006）。
　異なる適応オプションの実現可能性に関する包括的
な研究はオランダとライン川流域で行われてきている
（Tol et al., 2003; Middelkoop et al., 2004）。洪水に対する
物理的防御能力は、地理的状況によることが分かった
（Tol et al., 2003）。洪水対策の堤防を建設することが技
術的に可能な場合もあれば、既に高い堤防が存在して
いる、あるいは、地質工学的条件によって物理的な防
御が難しい場合もある。オランダのラインデルタに対
する物理的な洪水リスクを軽減できるライン川の新し
い洪水放水路の建設など、根本的な洪水管理対策は、
政治的に実施が極度に難しい（Tol et al., 2003）。

3.6.4　適応と適応能力の限界

　水分野における適応には、人間の需要を満たすよう
に水文学的な特徴を変更させる施策と、水利用可能量
の状態に合うように需要を変更させる施策がある。水
の量と質の変化に対する適応策の限界には四つの異な
るタイプを特定することができる（Arnell and Delaney, 

2006）。
・ 一つ目は、物理的な限界である。つまり、技術的ま
たは制度上の手続きによって悪影響を防ぐことは可
能でないかもしれない。例えば、健康や生活を深刻
に脅かすことなしに、さらに水需要を減らすことは
不可能だろう。また、水温の上昇に伴う水質問題に
対応することは物理的に非常に難しいだろう。さら
に、極端な場合として、河川が完全に干上がった場
所での適応は不可能だろう。

・ 二つ目は、物理的には適応が実現可能であるかもし
れないが、入手可能なものに対する経済的な制約が
あるかもしれない。

・ 三つ目は、適応策の実施に対して政治的または社会
的な限界があるかもしれない。例えば、多くの国々
で、水供給機関が新規の貯水池を建設することは難
しく、また、サービス水準を下げることで低下した
水供給の信頼性に適応することは、政治的に非常に
難しいだろう。

・ 最後に、水管理機関と水管理システムの全体として

の能力が、実施できる適応策（もし、あるならば）
の限界として働くかもしれない。水管理に対する優
先度の低さ、機関間での調整不足、国家・地域・地
方間での緊張状態、非効率的な水をめぐるガバナン
ス、そして将来にわたる気候変動の影響に関する不
確実性が、水供給や洪水リスクの変化への組織の
適応能力を制約する。（Ivey et al., 2004; Naess et  al., 

2005; Crabbe and Robin,. 2006）

これらの要因は、一体となって、水管理システムの適
応能力、ならびに変化への感度、システムの内部特性（例
えば、教育や知識へのアクセス）、および規制の役割や
市場といった外部条件などその他の決定因子に影響す
る。

3.6.5　 不確実性とリスク：不確実性のもとで
の意思決定

　気候変動は、人口や土地利用変化による難題に加え
て、重大な概念的難題を水管理者につきつける。過去
の水文学的な状態が将来にわたって継続するであろう
という仮定（伝統的な仮定）はもはや適切でなく、さ
らに、気候変動に関する不確実性のために、水管理
者は単一の将来予測をもはや信頼できない。次の 20

年間に起こる明白な気候変動の影響を検出すること
は、基本的トレンドとしてさえも困難である（Wilby, 

2006）。本項では、次の三つの問題を扱う。すなわち、
不確実性の原因の概念的理解の進展とそれら＜原因＞
をどう特徴描写するか、水管理者が不確実性のもと実
際にどのように気候変動に対する意思決定をしている
かの事例、および不確実性のもとの資源管理の異なる
方法の評価、である。
　公表された水資源影響評価の大多数は、ほんの少数
のシナリオを利用している。これら＜の研究＞は、融
氷に関連した河川流出の時期や量の変化など、温度に
基づく影響はゆるぎないものの、影響はシナリオ間で
も異なることを証明した（Maurer and Duffy, 2005）。そ
れゆえ、気候変動に直面した水管理にシナリオに基づ
くアプローチを使用することが広く推奨されている
（Beuhler, 2003; Simonovic and Li, 2003）。しかしながら、
二つの問題がある。第一に、異なる気候モデルに基づ
くシナリオの大きな幅は、適応計画がほんの少数のシ
ナリオだけに基づくべきではないことを示唆している
（Prudhomme et al., 2003; Nawaz and Adeloye, 2006）。つ
まり、シミュレートされた幅がすべての幅を示すという
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保証はない。第二に、個々のシナリオの信頼性を評価す
るのは難しい。しかしながら、気候変動の異なる動因の
確率分布についての想定を行うことによって、水文学的
な結果の確率分布を構築することは可能である（例えば、
Wilby and Harris, 2006）。ただし、結果として得られる確
率分布は、最初に仮定した確率分布の影響を受けるであ
ろうが。Jones and Page（2001）は、オーストラリアのマ
ッコリー川集水域における貯水量や環境流量、灌漑用水
の配分に関する確率分布を構築し、推定された分布が実
際には変化動因の確率分布についての想定による影響を
ほとんど受けないことを示した。
　オランダ、オーストラリア、英国、および米国を含
むいくつかの国々の水管理者は、洪水と水供給管理に
おいて気候変動の持つ意味を明示的に考慮し始めてい
る。例えば、イギリスでは、気候変動によって起こり
そうな影響を反映するために、計画洪水規模が 20%増
加しうる（Richardson, 2002）。20%という数字は初期
の影響評価に基づいたものだが、手法は公表された新
しいシナリオに従って改訂過程にある（Hawkes et al., 

2003）。オランダのライン川における設計流量の 15,000

から 16,000m3/秒への増加に対処する方策は、2015年
までに実施されなければならず、また、気候変動のた
めに、より長期的には 18,000 m3/秒 まで設計流量を増
加させることが計画されている（Klijn et al., 2001）。イ
ングランドとウェールズの水供給会社は、環境と経済
の規制者によって開発された正式な手順を用いなが
ら、将来の資源要求に関する 2004年報告の中で 4つ
の気候シナリオを用いた（Arnell and Delaney, 2006）。
この手順は、基本的には、いつ気候変動が供給の信頼
性に影響を与えるか、また、異なる方策の実施によっ
て、いつこれらの影響が感じられるであろうか、につ
いての会社の推定を含んでいる（多くの場合、推定さ
れた影響は将来のあまりにも先すぎるもので、現在実
行していることにいかなる変更も必要としなかった
が、いくつかの事例においては、影響は、現時点でよ
り詳細な調査に着手する必要があるくらい差し迫って
いた）。Dessai et al.（2005）は、気候変動の規模につい
ての異なる想定のもとで、干ばつ状況が継続する可能
性に関する情報がオーストラリアの水供給管理者に与
えられた事例を記述している。彼らは、一時的な水供
給を追加する非常事態計画を実施するか、あるいは水
使用の制限を厳重にする非常事態計画を実施するかの
判断を行うためにこの情報を使用した。
　将来の気候変動の推定に伴う不確実性に対処するや
や異なった方法は、不確実性に対してロバストな【訳注

3-22】管理手段を採用することである（Stakhiv, 1998）。
例えば、統合水資源管理は柔軟性と適応性の概念に基
づいており、容易に変更できる、もしくは変化する状
況に対してロバストな手段を用いている。水の保全、
再生利用、地表水と地下水の連結使用や、汽水の脱塩
を含むこれらの手段は、カリフォルニア州における水
供給に対する気候変動の脅威に対応する手段として主
唱されてきた（例えば、Beuhler, 2003）。同様に、川
を一時的に氾濫させて洪水被害への曝露を軽減するな
ど、洪水管理のための回復力のある戦略は、不確実性
を目の前にした場合、従来の「抵抗」（保護）戦略よ
り好ましい（Klijn et al., 2004; Olsen, 2006）。

3.7　結論：持続可能な開発への含意

　気候変動はミレニアム開発目標（MDGs）の中では
直接的に検討されていないが、7つのMDGsのほとん
どが、直接的もしくは間接的に水管理と気候変動に関
連している。いくつかの主要な関連事項が表 3.6に示
されている（UNDP, 2006）
　地球上の多くの地域で、淡水資源への気候変動の影
響は持続可能な開発に影響を及ぼし、例えば貧困や子
どもの死亡率の削減を危機にさらすかもしれない。最
適の水管理を行ってさえも、持続可能な開発への負の
影響は避けられない可能性が非常に高い。図 3.8は、
淡水に関連した気候変動の影響が、影響を受けた地域
の持続可能な開発への脅威となる、世界のいくつかの
主要な事例を示す。
　「持続可能な」水資源管理は、一般的に、統合水資
源管理によって達成されるように求められる。しかし
ながら、この言葉の厳密な解釈はかなりさまざまであ
る。すべての定義は、競合する利用者や、河川内生態系、
湿地を考慮しつつ、環境、中でも水環境の維持と強化
の概念を広範囲に含んでいる。さらにまた、土地管理
への含意、あるいは水環境に対する土地管理政策の含
意など、水管理政策のより広義の環境的な含意が考慮
されている。水と土地のガバナンスは、政治、社会経
済、および行政システムの領域において、持続可能な
水資源を達成するための水管理の重要な構成要素であ
る（GWP, 2002; Eakin and Lemos, 2006）。
　気候変動と持続可能な開発を関連づける際、エネル
ギー、衡平性、健康、水のガバナンスは主要な問題
である。しかしながら、気候変動の問題を明示的に
組み込んだ持続可能性に関する研究はほとんどない
（Kashyap, 2004）。ある研究では、水分野に起因するカ
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ーボンフットプリントを考慮している。例えば、太陽
エネルギーが使われるならば、脱塩は持続可能な水管
理の方法と考えることができる。多くの水管理手法や
適応、特に水の汲み上げや水処理の手法は、きわめて
エネルギー集約的である。これらの実施はエネルギー
関連の地球温暖化ガス排出に影響するであろうし、エ
ネルギー政策はこれらの実施に影響を与えうる（Mata 

and Budhooram, 2007）。ある適応オプション（公的資金
による洪水防護など）から人々が異なった便益を得る
場合、あるいはある適応オプション（例えば、新規貯
水池の建設）の実施のために人々が立ち退かされるか
さもなければ負の影響を受けるような場合は、潜在的
に不衡平な事例が生じる。
　温室効果ガスの排出を減らす緩和策は、気候変動に
よる水資源への影響を小さくする。洪水または水不足
にさらされ、影響を受ける可能性のある人々の数は、
シナリオに依存する。例えば、550ppmでの安定化（産
業化以前の水準に対しておよそ 2℃の気温上昇に終わ
る）は、気候変動によって悪影響を受ける人々の数を
30～ 50％減らすだけである（Arnell, 2006）。

3.8　主要な不確実性と優先的研究課題

　個別の流域における水文学的な特性の変化の定量的
予測には、重要な不確実性がある。水システムへの
主要な入力シグナルである降水量は、現在の気候モデ
ルでは信頼できるほど確実にはシミュレートされてい
ない。しかしながら、降水量の変動性が気候変動によ
って増大することは十分に確証されており、融雪に影
響する将来の気温の予測は＜モデル間で＞より整合的
で、雪が卓越する流域に対しては有効な結論を出すこ
とが可能である。
　不確実性は、二つのことを示唆する。第一に、河川
流量や地下水などの変化の正確な予測に頼らない適応
手順が開発される必要がある。第二に、いままでに完
了している研究に基づいて、信頼できる方法で気候政
策や＜温室効果ガス＞排出経路の水に関連した結果を
評価することは困難である。これらの不確実性に直面
した適応策の研究が必要である。具体的な予測をする
ことは難しいが、将来水文学的特性が変化するであろ
うことは分かっている。水管理者が、どのようにして
気候変動の起こりうる影響を＜水関連の＞政策と設計
に組み込むかについて、既にはっきりと考慮に入れて
いる国もある。
　＜次の目的のために＞水と気候の境界領域の研究が

必要である：
・ 淡水資源とその管理に対する気候変動の影響の定量
的な理解と推定を改善する。

・ 適応に対して責任のある水管理者らの実用的な情報
のニーズを満たす。

気候と水の境界領域に関連した研究課題の中では、以
下の項目の＜研究＞開発が必要とされる。
・ 予測の信頼性を高めるために、不確実性の原因の理
解を深める必要がある。

・ 大規模な気候モデルと流域規模の間にはスケールの
不釣合いがあり、＜気候モデルの＞さらなる解像度
を必要とする。地球規模の気候モデルは大きな空間
格子で動いているが、水は流域規模で管理され、適
応は地方的なものである。十分に確証された領域気
候モデルの解像度の向上と統計的ダウンスケーリン
グは、水管理により適切な情報を作成することがで
きる。

・ 気候変動性の変化による影響は、影響のモデル化へ
の取組みの中に統合される必要がある。

・ 植生の変化や灌漑などの人間活動を含む土地利用の
変化と連結させる気候モデルの改善が必要である。

・ 水質への気候変動の影響は十分に理解されていな
い。特に極端現象の影響に関して、また、先進国と
開発途上国双方のニーズを網羅するこの分野での研
究を強化する必要性がある。

・ 水資源に関連した気候変動の影響と適応オプション
の経済的側面については、＜研究＞結果はほとんど
入手できないが、これらは、実用的見地から大変重
要である。

・ 淡水への気候変動の影響の人的側面を示す指標につ
いての研究は始まったばかりであるが、その積極的
な拡大が必要である。

・ 水界生態系（気温のみならず、流水レジームの変化、
水位、および氷による被覆）への気候変動の影響は
十分に理解されていない。

・ 特に極端現象の特徴に関して、淡水資源において観
察される変化の検出と原因特定は、困難な優先的研
究課題で、水システムにおける変化の原因特定手法
は改善の必要がある。

・ 確率的な気候変動シナリオの出現によって持ち出さ
れた、水資源管理に関する＜研究の＞課題と機会が
ある。

・ 地下水は、その重要性にもかかわらず、地表水資源
と比較して、気候変動の影響評価の注目をほとんど
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受けてこなかった。
・ 水資源管理は、ほかの多くの政策領域（例えば、エ
ネルギー予測、自然保護）に明らかに影響を与える。
従って、異なる分野に跨がる適応策を調整する機会
がある（Holman et al., 2005a, b）。また、水に依存す
る複数の分野にまたがる適応オプションの評価を促
進するためにどのような追加的手段が必要かを特定
する必要もある。

研究における進歩はデータの利用可能性の改善に依存
しており、世界中での観測努力の強化や、予測される
気候変動が淡水資源につきつける課題の検討、観測網
の縮小傾向の＜拡大への＞転換を必要とする。利用可
能な観測データへのアクセスの拡大は、進行中の変化
に関する理解の向上への前提条件である。比較的短期
の水文学的計測の記録は自然の変動性の幅を控えめに
捉え、検出研究を混乱させうるが、一方で、長期的な
河川流量の復元は、最近のトレンドと極端現象をより
広い状況において位置づけることができる。水利用、
水質、および土砂輸送に関するデータはさらに利用可
能性が低い。 
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図 3.1　人間活動が淡水資源とその管理に与える影響、気候
変動は多数の圧力のうちの一つにすぎない（Oki, 2005, 一部
修正 ）。

①人口、生活様式、経済、技術
②温室効果ガスの排出
③気候
④水循環の陸上部分
　（水量、水質、平均状態と変動性）
⑤土地利用
⑥食料需要
⑦水利用
⑧水資源管理

①
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Executive summary

The impacts of climate change on freshwater systems and
their management are mainly due to the observed and
projected increases in temperature, sea level and
precipitation variability (very high confidence).
More than one-sixth of the world’s population live in glacier- or
snowmelt-fed river basins and will be affected by the seasonal
shift in streamflow, an increase in the ratio of winter to annual
flows, and possibly the reduction in low flows caused by
decreased glacier extent or snow water storage (high confidence)
[3.4.1, 3.4.3]. Sea-level rise will extend areas of salinisation of
groundwater and estuaries, resulting in a decrease in freshwater
availability for humans and ecosystems in coastal areas (very
high confidence) [3.2, 3.4.2]. Increased precipitation intensity
and variability is projected to increase the risks of flooding and
drought in many areas (high confidence) [3.3.1].

Semi-arid and arid areas are particularly exposed to the
impacts of climate change on freshwater (high confidence).
Many of these areas (e.g., Mediterranean basin, western USA,
southern Africa, and north-eastern Brazil) will suffer a decrease
in water resources due to climate change (very high confidence)
[3.4, 3.7]. Efforts to offset declining surface water availability
due to increasing precipitation variability will be hampered by
the fact that groundwater recharge will decrease considerably in
some already water-stressed regions (high confidence) [3.2,
3.4.2], where vulnerability is often exacerbated by the rapid
increase in population and water demand (very high confidence)
[3.5.1].

Higher water temperatures, increased precipitation
intensity, and longer periods of low flows exacerbate many
forms of water pollution, with impacts on ecosystems,
human health, water system reliability and operating costs
(high confidence).
These pollutants include sediments, nutrients, dissolved organic
carbon, pathogens, pesticides, salt, and thermal pollution [3.2,
3.4.4, 3.4.5].

Climate change affects the function and operation of
existing water infrastructure as well as water management
practices (very high confidence).
Adverse effects of climate on freshwater systems aggravate the
impacts of other stresses, such as population growth, changing
economic activity, land-use change, and urbanisation (very high
confidence) [3.3.2, 3.5]. Globally, water demand will grow in
the coming decades, primarily due to population growth and
increased affluence; regionally, large changes in irrigation water
demand as a result of climate change are likely (high confidence)
[3.5.1]. Current water management practices are very likely to be
inadequate to reduce the negative impacts of climate change on
water supply reliability, flood risk, health, energy, and aquatic
ecosystems (very high confidence) [3.4, 3.5]. Improved
incorporation of current climate variability into water-related
management would make adaptation to future climate change
easier (very high confidence) [3.6].

Adaptation procedures and risk management practices for
the water sector are being developed in some countries and
regions (e.g., Caribbean, Canada, Australia, Netherlands,
UK, USA, Germany) that have recognised projected
hydrological changes with related uncertainties (very high
confidence).
Since the IPCC Third Assessment, uncertainties have been
evaluated, their interpretation has improved, and new methods
(e.g., ensemble-based approaches) are being developed for their
characterisation (very high confidence) [3.4, 3.5]. Nevertheless,
quantitative projections of changes in precipitation, river flows,
and water levels at the river-basin scale remain uncertain (very
high confidence) [3.3.1, 3.4].

The negative impacts of climate change on freshwater
systems outweigh its benefits (high confidence).
All IPCC regions (see Chapters 3–16) show an overall net
negative impact of climate change on water resources and
freshwater ecosystems (high confidence). Areas in which runoff
is projected to decline are likely to face a reduction in the value
of the services provided by water resources (very high
confidence) [3.4, 3.5]. The beneficial impacts of increased
annual runoff in other areas will be tempered by the negative
effects of increased precipitation variability and seasonal runoff
shifts on water supply, water quality, and flood risks (high
confidence) [3.4, 3.5].

3.1 Introduction

Water is indispensable for all forms of life. It is needed in
almost all human activities. Access to safe freshwater is now
regarded as a universal human right (United Nations Committee
on Economic, Social and Cultural Rights, 2003), and the
Millennium Development Goals include the extended access to
safe drinking water and sanitation (UNDP, 2006). Sustainable
management of freshwater resources has gained importance at
regional (e.g., European Union, 2000) and global scales (United
Nations, 2002, 2006; World Water Council, 2006), and
‘Integrated Water Resources Management’ has become the
corresponding scientific paradigm.

Figure 3.1 shows schematically how human activities affect
freshwater resources (both quantity and quality) and their
management. Anthropogenic climate change is only one of many
pressures on freshwater systems. Climate and freshwater
systems are interconnected in complex ways. Any change in one

Figure 3.1. Impact of human activities on freshwater resources and
their management, with climate change being only one of multiple
pressures (modified after Oki, 2005).
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表 3.1　全球の淡水システムのさまざまな構成要素の気候に関連して観察されたトレンド。参照箇所は、本報告書の第 1章と
第 15章、および第 1作業部会第 4次評価報告書第 3章（Trenberth et al., 2007）と第 4章（Lemke et al., 2007）。

観測された気候に関連したトレンド
降水 北緯 30度以北の陸域で 1901～ 2005年の期間で増加している。

南緯 10度から北緯 30度の陸域で 1970年代以降減少している（WGI AR4, Chapter 3, Executive Summary）。
降水強度は増大している（WGI AR4, Chapter 3, Executive Summary）。

雪氷圏
積雪 多くの地域で、特に春に減少している（WGI AR4, Chapter 4, Executive Summary）。
氷河 ほとんどすべての場所で減少している（WGI AR4, Chapter 4, Section 4.5）。
永久凍土 0.02 m/年（アラスカ）から 0.4 m /年（チベット高原）の範囲の速さで溶けている（WGI AR4, Chapter 4, 

Executive Summary ）。
地表水

ユーラシアの北極地方では増加している。顕著に増加している流域もあれば、減少している流域もある。
（本報告書第 1章 1.3.2節） 。北アメリカとユーラシアでは春の流量のピークはより時期が早くなっており、
冬の基底流量も増加している（本報告書第 1章 1.3.2節）。

実蒸発散量が上昇している地域もある（WGI AR4, Chapter 3, Section 3.3.3）。

河川流量

蒸発散量

湖 水温が上がっている。顕著に水位が低下している湖もある。また湖面の氷結は減っている（本報告書 1章
1.3.2節）。

地下水 広範囲に分布する気候に関連したトレンドの証拠はない（本報告書第 1章 1.3.2節）。
洪水と干ばつ
洪水 気候に関連したトレンドの証拠はない（本報告書 1章 1.3.2節）。しかし、洪水による被害は増大している

（本節）。
干ばつ より乾燥した地域では 1970年代以降、より激しい干ばつに見舞われた（本報告書第 1章 1.3.2節 ; WGI 

AR4, Chapter 3, Executive Summary）。
水質 気候に関連したトレンドの証拠はない（本報告書第 1章 1.3.2節）。
侵食と土砂輸送 気候に関連したトレンドの証拠はない（本節）。
灌漑用水の需要 気候に関連したトレンドの証拠はない（本節）。

【図、表、Box】
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the number of great inland flood catastrophes during the last
10 years (between 1996 and 2005) is twice as large, per decade,
as between 1950 and 1980, while economic losses have
increased by a factor of five (Kron and Bertz, 2007). The
dominant drivers of the upward trend in flood damage are socio-
economic factors, such as increased population and wealth in
vulnerable areas, and land-use change. Floods have been the
most reported natural disaster events in Africa, Asia and Europe,
and have affected more people across the globe (140 million/yr
on average) than all other natural disasters (WDR, 2003, 2004).
In Bangladesh, three extreme floods have occurred in the last
two decades, and in 1998 about 70% of the country’s area was
inundated (Mirza, 2003; Clarke and King, 2004). In some river
basins, e.g., the Elbe river basin in Germany, increasing flood
risk drives the strengthening of flood protection systems by
structural means, with detrimental effects on riparian and aquatic
ecosystems (Wechsung et al., 2005).

Droughts affect rain-fed agricultural production as well as
water supply for domestic, industrial, and agricultural purposes.
Some semi-arid and sub-humid regions of the globe, e.g.,
Australia (see Chapter 11, Section 11.2.1), western USA and
southern Canada (see Chapter 14, Section 14.2.1), and the Sahel
(Nicholson, 2005), have suffered from more intense and multi-
annual droughts, highlighting the vulnerability of these regions
to the increased drought occurrence that is expected in the future
due to climate change.

Water quality
In lakes and reservoirs, climate change effects are mainly due

to water temperature variations, which result directly from climate
change or indirectly through an increase in thermal pollution as a
result of higher demands for cooling water in the energy sector.
This affects oxygen regimes, redox potentials,1 lake stratification,
mixing rates, and biota development, as they all depend on
temperature (see Chapter 4). Increasing water temperature affects
the self-purification capacity of rivers by reducing the amount of
oxygen that can be dissolved and used for biodegradation. A trend
has been detected in water temperature in the Fraser River in
British Columbia, Canada, for longer river sections reaching a
temperature over 20°C, which is considered the threshold beyond
which salmon habitats are degraded (Morrison et al., 2002).
Furthermore, increases in intense rainfall result in more nutrients,
pathogens, and toxins being washed into water bodies. Chang et
al. (2001) reported increased nitrogen loads from rivers of up to
50% in the Chesapeake and Delaware Bay regions due to
enhanced precipitation.

Numerous diseases linked to climate variations can be
transmitted via water, either by drinking it or by consuming crops
irrigated with polluted water (Chapter 8, Section 8.2.5). The
presence of pathogens in water supplies has been related to
extreme rainfall events (Yarze and Chase, 2000; Curriero et al.,
2001; Fayer et al., 2002; Cox et al., 2003; Hunter, 2003). In
aquifers, a possible relation between virus content and extreme

Figure 3.2. Examples of current vulnerabilities of freshwater resources and their management; in the background, a water stress map based on
Alcamo et al. (2003a). See text for relation to climate change.
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1 A change in the redox potential of the environment will mean a change in the reactions taking place in it, moving, for example, from an oxidising (aerobic) to a
reducing (anaerobic) system.
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③

④

①米国とカナダ南部における数年にわたる干ばつ 
②メキシコシティでの地盤沈下や地すべり
③アンデス山脈における氷河の縮小による水供給への影響
④ブラジル東北部における貯水池の侵食や堆積による水供給の減少
⑤エルベ川沿いの洪水対策による河岸の生態系への被害 
⑥ベナンにおける乾季の長期化による村落給水への影響 
⑦チャド湖の面積の減少
⑧インドにおける地下水に含まれるヒ素やフッ化物による健康問題
⑨バングラデシュにおける洪水被害（1998 年には国土の 70％以上が浸水した）
⑩降水量の減少と灌漑により黄河が一時的に干上がっている 
⑪マレー・ダーリング川流域における河川流量の減少と塩分濃度増大による水界生態系への被害 
⑫水ストレス指標：利用可能量に対する取水量の割合
⑬ストレスがない、ストレスが低い、ストレスが中程度、ストレスが高い、ストレスが非常に高い 
⑭ストレスがない／低い、かつ一人当たりの水利用可能量が 1,700m3/ 年より少ない
⑮取水量：灌漑、家畜、家庭、工業用目的で利用された水（2000）
⑯水利用可能量：1961 ～ 1990 年の 30 年間に基づく年平均の水利用可能量

図 3.2　淡水資源の現在の脆弱性とその管理の例。背景は Alcamo et al.（ 2003a ）を基にした水ストレスマップ。気候変動との
関係については本文参照。
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Figure 3.4 shows the mean runoff change until 2050 for the
SRES A1B scenario from an ensemble of twenty-four climate
model runs (from twelve different GCMs) (Milly et al., 2005).
Almost all model runs agree at least with respect to the direction
of runoff change in the high latitudes of North America and
Eurasia, with increases of 10 to 40%. This is in agreement with
results from a similar study of Nohara et al. (2006), which
showed that the ensemble mean runoff change until the end of
the 21st century (from nineteen GCMs) is smaller than the
standard deviation everywhere except at northern high latitudes.
With higher uncertainty, runoff can be expected to increase in
the wet tropics. Prominent regions, with a rather strong

agreement between models, of decreasing runoff (by 10 to 30%)
include the Mediterranean, southern Africa, and western
USA/northern Mexico. In general, between the late 20th
century and 2050, the areas of decreased runoff expand (Milly
et al., 2005).

A very robust finding of hydrological impact studies is that
warming leads to changes in the seasonality of river flows
where much winter precipitation currently falls as snow
(Barnett et al., 2005). This has been found in projections for the
European Alps (Eckhardt and Ulbrich, 2003; Jasper et al., 2004;
Zierl and Bugmann, 2005), the Himalayas (Singh, 2003; Singh
and Bengtsson, 2004), western North America (Loukas et al.,

Figure 3.3. Change in average annual runoff by the 2050s under the SRES A2 emissions scenario and different climate models (Arnell, 2003a).

①

②

③

①年平均流出量の変化：2050 年代　A2 排出シナリオ
② 1961 ～ 1990 年に対する変化 （％）
③１標準偏差未満の変化は灰色で示した

図 3.3　SRES A2排出シナリオと異なる気候モデルのもとでの 2050年代までの年平均流出量の変化（Arnell, 2003a）。
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2002a, b; Christensen et al., 2004; Dettinger et al., 2004;
Hayhoe et al., 2004; Knowles and Cayan, 2004; Leung et al.,
2004; Payne et al., 2004; Stewart et al., 2004; VanRheenen et
al., 2004; Kim, 2005; Maurer and Duffy, 2005), central North
America (Stone et al., 2001; Jha et al., 2004), eastern North
America (Frei et al., 2002; Chang, 2003; Dibike and Coulibaly,
2005), the entire Russian territory (Shiklomanov and
Georgievsky, 2002; Bedritsky et al., 2007), and Scandinavia
and Baltic regions (Bergström et al., 2001; Andreasson et al.,
2004; Graham, 2004). The effect is greatest at lower elevations
(where snowfall is more marginal) (Jasper et al., 2004; Knowles
and Cayan, 2004), and in many cases peak flow would occur at
least a month earlier. Winter flows increase and summer flows
decrease.

Many rivers draining glaciated regions, particularly in the
Hindu Kush-Himalaya and the South-American Andes, are
sustained by glacier melt during the summer season (Singh and
Kumar, 1997; Mark and Seltzer, 2003; Singh, 2003; Barnett et
al., 2005). Higher temperatures generate increased glacier melt.
Schneeberger et al. (2003) simulated reductions in the mass of
a sample of Northern Hemisphere glaciers of up to 60% by
2050. As these glaciers retreat due to global warming (see
Chapter 1), river flows are increased in the short term, but the
contribution of glacier melt will gradually decrease over the
next few decades.

In regions with little or no snowfall, changes in runoff are
dependent much more on changes in rainfall than on changes in
temperature. A general conclusion from studies in many rain-
dominated catchments (Burlando and Rosso, 2002; Evans and
Schreider, 2002; Menzel and Burger, 2002; Arnell, 2003b,
2004a; Boorman, 2003a; Booij, 2005) is that flow seasonality
increases, with higher flows in the peak flow season and either
lower flows during the low flow season or extended dry
periods. In most case-studies there is little change in the timing
of peak or low flows, although an earlier onset in the East Asian
monsoon would bring forward the season of peak flows in
China (Bueh et al., 2003).

Changes in lake levels are determined primarily by changes
in river inflows and precipitation onto and evaporation from the
lake. Impact assessments of the Great Lakes of North America
show changes in water levels of between −1.38 m and +0.35 m
by the end of the 21st century (Lofgren et al., 2002; Schwartz
et al., 2004). Shiklomanov and Vasiliev (2004) suggest that the
level of the Caspian Sea will change in the range of 0.5 to 1.0 m.
In another study by Elguindi and Giorgi (2006), the levels in
the Caspian Sea are estimated to drop by around 9 m by the end
of the 21st century, due largely to increases in evaporation.
Levels in some lakes represent a changing balance between
inputs and outputs and, under one transient scenario, levels in
Lake Victoria would initially fall as increases in evaporation
offset changes in precipitation, but subsequently rise as the
effects of increased precipitation overtake the effects of higher
evaporation (Tate et al., 2004).

Increasing winter temperature considerably changes the ice
regime of water bodies in northern regions. Studies made at the
State Hydrological Institute, Russia, comparing the horizon of
2010 to 2015 with the control period 1950 to 1979, show that
ice cover duration on the rivers in Siberia would be shorter by
15 to 27 days and maximum ice cover would be thinner by 20
to 40% (Vuglinsky and Gronskaya, 2005).

Model studies show that land-use changes have a small effect
on annual runoff as compared to climate change in the Rhine
basin (Pfister et al., 2004), south-east Michigan (Barlage et al.,
2002), Pennsylvania (Chang, 2003), and central Ethiopia
(Legesse et al., 2003). In other areas, however, such as south-
east Australia (Herron et al., 2002) and southern India (Wilk
and Hughes, 2002), land-use and climate-change effects may
be more similar. In the Australian example, climate change has
the potential to exacerbate considerably the reductions in runoff
caused by afforestation.

Carbon dioxide enrichment of the atmosphere has two
potential competing implications for evapotranspiration, and
hence water balance and runoff. First, higher CO2
concentrations can lead to reduced evaporation, as the stomata,
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Figure 3.4. Change in annual runoff by 2041-60 relative to 1900-70, in percent, under the SRES A1B emissions scenario and based on an ensemble
of 12 climate models. Reprinted by permission from Macmillan Publishers Ltd. [Nature] (Milly et al., 2005), copyright 2005.図 3.4　SRES A1B排出シナリオ下で、12の気候モデルのアンサンブルに基づいた、百分率表示での 1900～ 1970年に対する 2041～

2060年までの年間流出量の変化。Macmillan Publishers Ltd「Nature」から許可を得て転載（Milly et al., 2005）、copyright 2005年。

①年平均地下水涵養量　1961 ～ 90 年
② 1961 ～ 90 年と 2050 年代の間での地下水涵養量の変化率、increase*；増加 * 
③ *1961 ～ 1990 年の地下水涵養量がゼロであったため、変化率が定量化できない

図 3.5　長期的な年平均面源地下水涵養量に対する気候変動の影響のシミュレーション結果。それぞれ２つの IPCC温室効果ガ
ス排出シナリオ A2および B2を説明する、4つの異なる気候変動シナリオ（気候モデル ECHAM4、HadCM3によって計算され
た気候シナリオ）を適用し、全球水文モデルWGHMによって計算された、現在（1961から 1990年）と 2050年代（2041から
2070年）との間の 30年平均地下水涵養量の百分率変化（Döll and Flörke, 2005）。

①

②

③
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3.4.4 Water quality

Higher water temperature and variations in runoff are likely
to produce adverse changes in water quality affecting human
health, ecosystems, and water use (Patz, 2001; Lehman, 2002;
O’Reilly et al., 2003; Hurd et al., 2004). Lowering of the water
levels in rivers and lakes will lead to the re-suspension of bottom
sediments and liberating compounds, with negative effects on
water supplies (Atkinson et al., 1999). More intense rainfall will
lead to an increase in suspended solids (turbidity) in lakes and
reservoirs due to soil fluvial erosion (Leemans and Kleidon,
2002), and pollutants will be introduced (Mimikou et al., 2000;
Neff et al., 2000; Bouraoui et al., 2004).

Higher surface water temperatures will promote algal blooms
(Hall et al., 2002; Kumagai et al., 2003) and increase the bacteria
and fungi content (Environment Canada, 2001). This may lead
to a bad odour and taste in chlorinated drinking water and the
occurrence of toxins (Moulton and Cuthbert, 2000; Robarts et
al., 2005). Moreover, even with enhanced phosphorus removal

in wastewater treatment plants, algal growth may increase with
warming over the long term (Wade et al., 2002). Due to the high
cost and the intermittent nature of algal blooms, water utilities
will be unable to solve this problem with the available
technology (Environment Canada, 2001). Increasing nutrients
and sediments due to higher runoff, coupled with lower water
levels, will negatively affect water quality (Hamilton et al.,
2001), possibly rendering a source unusable unless special
treatment is introduced (Environment Canada, 2004).
Furthermore, higher water temperatures will enhance the
transfer of volatile and semi-volatile compounds (e.g., ammonia,
mercury, dioxins, pesticides) from surface water bodies to the
atmosphere (Schindler, 2001).

In regions where intense rainfall is expected to increase,
pollutants (pesticides, organic matter, heavy metals, etc.) will be
increasingly washed from soils to water bodies (Fisher, 2000;
Boorman, 2003b; Environment Canada, 2004). Higher runoff is
expected to mobilise fertilisers and pesticides to water bodies in
regions where their application time and low vegetation growth
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Figure 3.6. Change in the recurrence of 100-year droughts, based on comparisons between climate and water use in 1961 to 1990 and simulations
for the 2020s and 2070s (based on the ECHAM4 and HadCM3 GCMs, the IS92a emissions scenario and a business-as-usual water-use scenario).
Values calculated with the model WaterGAP 2.1 (Lehner et al., 2005b).
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③

②

④

⑤ ⑥ ⑦ ⑧

① 2020 年代 ECHAM4
② 2020 年代 HadCM3
③ 2070 年代 ECHAM4
④ 2070 年代 HadCM3
⑤現在の 100 年に 1 度規模の強度の干ばつの将来の再現期間 [ 年 ]
⑥低頻度になる
⑦変化なし
⑧高頻度になる

図 3.6　100年に 1度の干ばつの発生における変化。（ECHAM4と HadCM3 GCM、IS92a排出シナリオおよび特段の対策をしな
い水利用シナリオに基づいた）1961から 1990年期間の気候および水利用と、2020年代および 2070年代に対するシミュレーショ
ンの比較に基づく。数値はWaterGAP 2.1モデルで計算された（Lehner et al., 2005b）。
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表 3.2　2050年前後の、人口増加と気候変動が水ストレスを受ける流域（一人当たりの再生可能な水資源量が 1,000m3/年より
少ないと定義される）に住む人口数（単位、100万人）に与える影響（Arnell, 2004b; Alcamo et al., 2007）。

推定はいくつかの気候モデル実験のための排出シナリオに基づく。幅は、排出シナリオを気候シナリオに移すために用いられ
たさまざまな気候モデルやモデル実験に起因する。

推定人口 [ 単位 100 万人 ]
Arnell, 2004b より Alcamo et al., 2007 より

ベースライン（1995） 1,368 1,601

2050：A2排出シナリオ 4,351～ 5,747 6,432～ 6,920

2050：B2排出シナリオ 2,766～ 3,958 4,909～ 5,166

Box 3.1　カナダのオカナガンにおける気候変動のコスト

カナダのブリティッシュコロンビア州のオカナガン地域は、面積が 8,200 km2の半乾燥地帯の流域である。
同地域における水資源は、予測される気候変動と人口増加による需要の増加を支えきれないであろう。そこ
で、適応策の広範なポートフォリオが必要とされるであろう（Cohen and Neale, 2006; Cohen et al., 2006）。灌
漑は、全流域の水利権を伴う水分配の 78％を占めている。

図 3.7は、干ばつ供給閾値である 3,000万 m3/年（現在の年平均流量の 36％）および観測されている最大
需要である 1,000万 m3/年と比較した、6つの GCMシナリオから得られたトラウトクリークにおける最も
悪い場合のシナリオと最も影響の少ないシナリオ下での年間水供給量と穀物水需要の変化を図示している
（Neilsen et al., 2004）。干ばつの閾値を下回る流量に関しては、地方の水管理当局が現在、水利用を制限して
いる。「リスクが高い」という結果は、「水供給が干ばつの閾値を下回り、水需要が需要の閾値を超えた年」
として定義される。6つのシナリオすべてに対して、需要は増加すると予想され、供給は減少すると予測さ
れる。穀物の水需要の推定値は HadCM3 A2排出シナリオにおいて最も大きく増加し、この場合、2080年代
までに需要は現在観測されている毎年の最大値を超える。HadCM3 A2排出シナリオでは、「リスクが高い」
結果は 2050年代には 6年に 1度発生し、2080年代には 3年に 1度発生する。A2排出シナリオでは暖かい気
候で穀物の水需要がより高まるため、A2排出シナリオ下の方が、B2排出シナリオ下よりも「リスクが高い」
結果はより頻繁に発生する。

表 3.3は、同地域において、現在利用可能な適応策のコストの幅を示しており、これらの適応策は水需要を
減らし、もしくは水供給を増やしうる。これらのコストは、コストが最小となるオプション、つまり、大規
模農家に対する灌漑計画で、供給される水の価格が 0.35米ドル /m3（2006年の価格）に相当するオプション
との比較で表されている。節約された、もしくは蓄えられた水の単位当たりの価格が最も高くなるオプショ
ンは、メーターを設置することと湖の水を高い標高に揚水することである。しかしながら、水処理の必要性は、
新たな水供給のオプションに追加的なコストをもたらすだろう（Hrasko and McNeil, 2006）。それだけで十分
であると予想されるオプションは一つもない。
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Box 3.1. Costs of climate change in Okanagan, Canada

The Okanagan region in British Columbia, Canada, is a semi-arid watershed of 8,200 km2 area. The region’s water resources will
be unable to support an increase in demand due to projected climate change and population growth, so a broad portfolio of
adaptive measures will be needed (Cohen and Neale, 2006; Cohen et al., 2006). Irrigation accounts for 78% of the total basin
licensed water allocation.

Figure 3.7 illustrates, from a suite of six GCM scenarios, the worst-case and least-impact scenario changes in annual water
supply and crop water demand for Trout Creek compared with a drought supply threshold of 30 million m3/yr (36% of average
annual present-day flow) and observed maximum demand of 10 million m3/yr (Neilsen et al., 2004). For flows below the drought
threshold, local water authorities currently restrict water use. High-risk outcomes are defined as years in which water supply is
below the drought threshold and water demand above the demand threshold. For all six scenarios, demand is expected to
increase and supply is projected to decline. Estimated crop water demand increases most strongly in the HadCM3 A2 emissions
scenario in which, by the 2080s, demand exceeds the current observed maximum in every year. For HadCM3 A2, high-risk
outcomes occur in 1 out of 6 years in the 2050s, and in 1 out of 3 years in the 2080s. High-risk outcomes occur more often under
A2 than under the B2 emissions scenario due to higher crop water demands in the warmer A2 world.

Table 3.3 illustrates the range of costs of adaptive measures currently available in the region, that could either decrease water
demand or increase water supply. These costs are expressed by comparison with the least-cost option, irrigation scheduling on
large holdings, which is equivalent to US$0.35/m3 (at 2006 prices) of supplied water. The most expensive options per unit of
water saved or stored are metering and lake pumping to higher elevations. However, water treatment requirements will lead to
additional costs for new supply options (Hrasko and McNeill, 2006). No single option is expected to be sufficient on its own.

Adaptation option Application Relative unit cost Water saved or supplied in %
of the current supply

Irrigation scheduling Large holdings to small holdings 1.0 to 1.7 10%

Public education Large and medium communities 1.7 10%

Storage Low to high cost 1.2 to 3.0 Limited (most sites already
developed)

Lake pumping Low (no balancing reservoirs) to
high cost (with balancing reservoirs)

1.3 to 5.4 0 to 100%

Trickle irrigation High to medium demand areas 3.0 to 3.3 30%

Leak detection Average cost 3.1 10 to 15%

Metering Low to high cost 3.8 to 5.4 20 to 30%

Table 3.3. Relative costs per unit of water saved or supplied in the Okanagan region, British Columbia (adapted from MacNeil, 2004).

Figure 3.7. Annual crop water demand and water supply for Trout Creek, Okanagan region, Canada, modelled for 1961 to 1990 (historic) and
three 30-year time slices in the future. Each dot represents one year. Drought supply threshold is represented by the vertical line, maximum
observed demand is shown as the horizontal line (Neilsen et al., 2004).

① ⑤
⑥

⑦
⑧

②

③
④
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Box 3.2　 「水と気候に関する対話」から得た教訓

●      水と気候に関する対話（DWC）の目的は、水分野において気候の影響に対する認識を高めることにある。
DWCは、気候変動に対する脆弱性を軽減する行動を準備するために、流域レベル（レナ、アラル海、黄河、
サンペドロ、サンフアン、ツゲラ（Thukela）、マレー・ダーリング、および名古屋）、国レベル（オランダとバ
ングラデシュ）、地域レベル（中央アメリカ、カリブ海の島々、スモールバレーズ【訳注3-23】、西アフリカ、ア
フリカ南部、地中海、南アジア、東南アジア、および太平洋の島々）で、18件のステークホルダー間対話を創
始した。「対話」は先進国と開発途上国の両方に設けられ、水と気候に関連する脆弱性の幅広い問題を扱った。
参加者は、水の専門家、コミュニティの代表者、地方自治体、政府、NGO、研究者などであった。

●      結果は内容のあるもので、これらの「対話」から生じた、政府、寄付者、災害救助機関に向けられた強いメッ
セージは、適応行動がとられなければならないのは、現場や流域、コミュニティにおいてであるというこ
とである。バングラデシュと中央アメリカのスモールバレーズでの「対話」は、村人たちが極端な気候現
象がより頻繁に、また、より強くなってきていることに十分気づいていることを示した。「対話」はまた、
バングラデシュ、オランダ、名古屋、マレー・ダーリング、スモールバレーズで、適応行動が進行中であ
ることも示した。ほかの地域では、適応行動は計画策定段階で（西アフリカ、メコン）、また、その他の
地域ではまだ初期の啓蒙活動段階にある（アフリカ南部、アラル海、レナ川流域）

●      DWCは、「対話」モデルがステークホルダーとともに適応戦略を開発するために有望な仕組みを提供する
ことを証明した。

①トラウトクリークの水供給と水需要　HadCM3-A2
凡例：② Historic；歴史的、2020s；2020 年代、2050s；2050 年代、2080s；2080 年代
横軸：③年流量 (m3 × 106)
縦軸：④穀物の水需要 (m3 × 106)

⑤トラウトクリークの水供給と水需要　CGCM2-B2
凡例：⑥ Historic；歴史的、2020s；2020 年代、2050s；2050 年代、2080s；2080 年代
横軸：⑦年流量 (m3 × 106)
縦軸：⑧穀物の水需要 (m3 × 106)

図 3.7 　1961～ 1990年（歴史的）および将来を 3つの 30年期間に区切ってモデル化した、カナダのオカナガン地域のト
ラウトクリークにおける年当たりの穀物水需要と水供給。各点はそれぞれ 1年を表す。干ばつ供給閾値は垂直な直線で表
され、観測された最大需要は水平な直線で示されている（Neilsen et al., 2004）。

表 3.3　ブリティッシュコロンビア州のオカナガン地域における、節約された、あるいは供給された水の単位当たりの相
対コスト（MacNeil, 2004を基に改訂）

適応オプション 適用範囲 相対単位コスト 現在の水供給に対する節水・
供給率　（％）

灌漑の計画 大規模農家から小規模農家 1.0 ～ 1.7 10%

公教育 大規模 ～ 中規模コミュニ
ティ

1.7 10%

貯水 低コスト ～ 高コスト 1.2 ～ 3.0 限られている（ほとんどの
地域で既に開発されている）

湖からの汲み上げ 低コスト（バランスしない
貯水槽） ～ 高コスト（バラ
ンスした貯水槽）

1.3 ～ 5.4 0 ～ 100%

点滴灌漑 高需要 ～ 低需要な地域 3.0 ～ 3 .3 30%

水漏れ検査 平均コスト 3.1 10 ～ 15%

メーターの設置 低コスト ～ 高コスト 3.8 ～ 5.4 20 ～ 30%
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表 3.4　コロラド川流域の統合水管理における異なるスケールにわたる課題（Pulwarty and Melis, 2001）。

時間スケール 課題

不定 絶滅危機種の保護に必要な流量

長期間 各流域間の配分と流域内関係州間配分

10年間 上流域の＜下流への＞送水義務

年 ミード湖の貯水量との均一化を達成するためのパウエル湖の貯水義務

季節 暖房と冷房の使用量が最大の月

日、月 洪水調節操作

時間 西部地域電力当局の発電

空間スケール

全球 気候の影響、グランドキャニオン国立公園

地域 優先割当て（例えばコロラド川上流委員会）

州 州内、州外の水域における水市場の異なった合意

市町村とコミュニティ 水やりの日程、水処理、生活用水

表 3.5　水供給と水需要に関するいくつかの適応オプション（このリストは完全なものではない）。

供給側 需要側

地下水の試掘と汲み上げ 再利用水による水利用効率性の向上

貯水池とダムの建設による貯水容量の増加
農事暦、作物の組合せ、灌漑法、作付面積を変えることによ
る灌漑用水需要の低減

海水の脱塩
農作物輸入、つまりバーチャルウォーター輸入による、灌漑
用水需要の低減

雨水貯留量の拡大 持続的な水利用のための土地固有の水管理慣行の振興

河川敷の侵略的な外来植物の除去
より高い価値での利用に水を再配分するための水市場の利用
拡大

水の転用
節水を促すためのメーター設置や価格設定を含む経済的イン
センティブの利用拡大
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目標 水への直接的な関連 水への間接的な関連

目標 1：
極度の貧困と飢餓の撲滅

多くの生産活動の要素としての水（例えば、農業、畜産、
家内工業）
共有資源から得られる魚類、木材およびその他の食物
の持続可能な生産

生態系の崩壊の軽減は地方レベルでの持
続可能な開発を改善する
より信頼できる水供給によるより廉価な
食物によって都市部の飢餓が減少する

目標 2：
普遍的初等教育の達成

特に女児にとっての、健康改善および水
運搬の負担の軽減による学校への出席率
の改善

目標 3：
ジェンダーの平等の推進と
女性の地位向上

ジェンダーに配慮した水管理プログラムの開発 水サービスの改善による無駄な時間と健
康負担の軽減が、収入のための時間とよ
りバランスがとれたジェンダー間の役割
を導く

目標 4：
幼児死亡率の削減

より十分な量とより良い質の飲料水へのアクセスの改
善、また公衆衛生の改善は、幼児の罹病率と死亡率の
主な要因を減少させる

目標 6：
HIV/AIDS、マラリア、そ
の他の疾病の蔓延防止

水と公衆衛生へのアクセスの改善は HIV/AIDSに冒さ
れている家庭を支え、ヘルスケアプログラムの影響を
改善するかもしれない
より良い水管理はカの生息地とマラリア伝染のリスク
を縮小する

目標 7：
環境の持続可能性の確保

水管理の改善は水の消費量を減少させ、栄養塩と有機
肥料を再循環させる
貧困家庭に対して、改善された、また可能であれば生
産的な環境衛生へのアクセスを保証する行動
貧困コミュニティに対する水供給と公衆衛生サービス
を改善する行動
廃水流出量を減らし、スラム地域における環境衛生を
改善するための行動

サービス供給の持続性を確保するための
運営、維持、およびコスト回収システム
の開発

表 3.6　MDGsを達成するための水分野の潜在的貢献。
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intensive. Their implementation would affect energy-related
greenhouse gas emissions, and energy policy could affect their
implementation (Mata and Budhooram, 2007). Examples of
potential inequities occur where people benefit differently from
an adaptation option (such as publicly funded flood protection)
or where people are displaced or otherwise adversely impacted
in order to implement an adaptation option (e.g., building a new
reservoir).

Mitigation measures that reduce greenhouse gas emissions
lessen the impacts of climate change on water resources. The
number of people exposed to floods or water shortage and
potentially affected is scenario-dependent. For example,
stabilisation at 550 ppm (resulting in a temperature increase
relative to pre-industrial levels of nearly 2°C) only reduces the
number of people adversely affected by climate change by 30-
50% (Arnell, 2006).

3.8 Key uncertainties and research priorities

There are major uncertainties in quantitative projections of
changes in hydrological characteristics for a drainage basin.
Precipitation, a principal input signal to water systems, is not
reliably simulated in present climate models. However, it is well
established that precipitation variability increases due to climate
change, and projections of future temperatures, which affect
snowmelt, are more consistent, such that useful conclusions are
possible for snow-dominated basins.

Uncertainty has two implications. First, adaptation
procedures need to be developed which do not rely on precise
projections of changes in river discharge, groundwater, etc.
Second, based on the studies completed so far, it is difficult to
assess in a reliable way the water-related consequences of
climate policies and emission pathways. Research on methods of
adaptation in the face of these uncertainties is needed. Whereas
it is difficult to make concrete projections, it is known that
hydrological characteristics will change in the future. Water
managers in some countries are already considering explicitly
how to incorporate the potential effects of climate change into
policies and specific designs.

Research into the water–climate interface is required:
• to improve understanding and estimation, in quantitative

terms, of climate change impacts on freshwater resources
and their management,

• to fulfil the pragmatic information needs of water managers
who are responsible for adaptation.

Among the research issues related to the climate–water interface,
developments are needed in the following.

• It is necessary to improve the understanding of sources of
uncertainty in order to improve the credibility of projections.

• There is a scale mismatch between the large-scale climatic
models and the catchment scale, which needs further
resolution. Water is managed at the catchment scale and
adaptation is local, while global climate models work on
large spatial grids. Increasing the resolution of adequately
validated regional climate models and statistical downscaling

Figure 3.8. Illustrative map of future climate change impacts on freshwater which are a threat to the sustainable development of the affected regions.
1: Bobba et al. (2000), 2: Barnett et al. (2004), 3: Döll and Flörke (2005), 4: Mirza et al. (2003) 5: Lehner et al. (2005a) 6: Kistemann et al. (2002).
Background map: Ensemble mean change of annual runoff, in percent, between present (1981 to 2000) and 2081 to 2100 for the SRES A1B
emissions scenario (after Nohara et al., 2006).

1. 小島嶼の淡水レンズの厚さは、2040 ～ 2080 年までの 0.1m の海面上昇によって 25m から 10m に減少する。
2. 河川流量が減少し、2020 年以降は現在の水需要が満たされなくなる、またサケの生息地が失われる。
3. 地下水涵養は 2050 年代までに 70% 以上減少する。
4. バングラデシュにおける年間ピーク流量時の浸水地域は、全球気温の 2℃の上昇に伴い、少なくとも 25% 増加する。
5. 既存の水力発電所における電力生産可能量は 2070 年代までに 25% 以上減少する。
6. 良好な水供給および公衆衛生インフラがない地域において、さらに激しい降水現象による病原菌の負荷が増加する。

図 3.8　被影響地域の持続可能な開発に対する脅威となる、将来の気候変動が淡水に及ぼす影響を示す地図
1：Bobba et al.（2000）、2：Barnett et al.（2004）、3：Döll and Flörke（2005）、4： Mirza et al.（2003）、5：Lehner et al.（2005a）、6：
Kistemann et al.（2002）。背景の地図：現在（1981から 2000年）と SRES A1B排出シナリオによる 2081から 2100年との間の
年間流出量のアンサンブル平均の変化を百分率で示している（Nohara et al., 2006から引用）。
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【第 3章　訳注】

【訳注 3-1】 原文の英語は low flows。原文が流量の少ない状態を指している場合は「低水」、明らかに流量を指し
ている場合は「低水期の流量」と訳した。ここで「低水期の流量」と訳したのは、実務において「低
水流量」は「1年を通じて 275日はこれを下らない流量」と定義されているためである。

【訳注 3-2】 原文の英語は drought。夏期に長く雨が降らないこと（出典：三省堂『新明解国語辞典 第五版』）。ち
なみに、「天気が続き、水がかれること」は渇水と訳した（出典：三省堂『新明解国語辞典 第五版』）。

【訳注 3-3】 原文の英語は water availability。一般に年間の再生可能淡水資源量を指し、単位は km3/年あるいは
m3/年 /人であることが多い。

【訳注 3-4】原文の英語は hydrological cycle。

【訳注 3-5】 原文の英語は hydrology。形容詞は hydrologicalで、ともに本章に頻出する。一般にそれぞれ、「水文
学」、「水文学的」と訳される。水文学とは「地球上の水循環の一切を体系的に記述する分野」と定
義されている（池淵周一・椎葉充晴・宝馨・立川康人『エース水文学』、朝倉書店）。ただし、水文
という用語は社会にほとんど認知されていないため、新聞などでは「水循環」と言い換えることが
多い。例えば、「水文」は「水循環」、「水文学」は「水循環学」となる。

【訳注 3-6】 原文の英語は oxygen regimes。湖沼や貯水池で、大気から酸素が供給され、水中で消費されていくプ
ロセス全体を指す。

【訳注 3-7】 原文の英語は nutrients。陸水・海洋において、欠乏すると生物生産の制限要因になる水中の溶存物質
群をいう。陸水の場合は、窒素とリンの溶存種（硝酸、アンモニウム、リン酸など）を、海洋の場
合には、加えてケイ素と鉄などいくつかの微量元素を含む。

【訳注 3-8】 原文の英語は evaporative demand。ここでは、地表側の植生・土壌・湿潤状態と無関係な大気側の蒸
発要求を指す。可能蒸発散量と置き換えて読むことも可能だと思われる。

【訳注 3-9】 原文の英語は runs。1つのモデルを利用して得られた一回の計算結果のこと。

【訳注 3-10】 原文の英語はmulti-ensemble runs。複数のランからなる、一揃いのシミュレーションを実行すること。
ここでは、1つのモデルの 1つあるいは複数のパラメータを変化させて複数の計算結果を得ること。

【訳注 3-11】 この文は一般に「バイアス補正」と呼ばれる手法について述べられている。GCMの推定した気温
や降水などの気象変数の値や時系列変化は、GCMの不確実性および気象のカオス的な振る舞いか
ら、20世紀を再現したランであっても観測とは一致しない。そこで、観測のある過去の期間のモ
デルシミュレーションには過去の観測値を利用し、観測のない将来の期間には、過去の観測値に
GCMの推定した気象要素の変化（GCMの将来の推定値と GCMの 20世紀中の基準期間の推定値
の差や比）を加えることにより、過去の観測値と整合的な将来の気象変数を推定する手法である。

【訳注 3-12】 原文の英語は hydrological processes。土壌面からの蒸発、植生からの発散、土壌への浸透、積雪の融解、
河川への流出などの過程の総称のこと。
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【訳注 3-13】 原文の英語は carbon footprint。「商品のライフサイクル全般（資源採掘から廃棄まで）で排出された
温室効果ガスを CO2 量で表したもの」（出典：経済産業省「カーボンフットプリント制度の実用化・
普及推進研究会の進め方について」http://www.meti.go.jp/press/20080617007/20080617007.pdf ）。

【訳注 3-14】 原文の英語は The scenarios of the Millennium Ecosystem Assessment。ミレニアム生態系評価とは生態
系の変化が人間の福祉にどのような影響をもたらすのかという視点から行われた国際的な研究プロ
グラムである。世界を対象に 4つのシナリオに基づいた将来の生態系／生態系サービスの姿が描か
れている。Global Orchestration:  世界貿易や、自由経済に焦点を当てたグローバル社会が想定される。
Order from Strength: 地域主義化した世界が描かれている。Adapting Mosaic: 地域の流域スケールの
生態系に政策や経済活動が集中する。Techno Garden: 環境保全技術が発展したグローバルな世界が
構築され、生態系サービスを享受するために、高度に管理され、時には人為的に設計された生態系
が活用される。（出典：環境省『超長期ビジョン検討に関する予備的調査報告書』、www.env.go.jp/

policy/info/ult_vision/com03/ref01-01.pdf ）

【訳注 3-15】  原文の英語は ensemble。ただし、ここでは ensemble meanについて述べられている。つまり、複数
の GCMで共通して行ったランの平均をとること。

【訳注 3-16】 原文の英語は control run。基準となるランのこと。この場合、二酸化炭素の濃度が現在と変わらな
いとしてモデルシミュレーションを行ったランのこと。

【訳注 3-17】 原文の英語は sediment load。流水により運ばれる土砂を流砂、あるいは流送土砂といい、単位時間
当たりに輸送される土砂量を流砂量（sediment load）と言う（出典：吉川秀夫『水理学（講義と演習）』、
技報堂出版）。

【訳注 3-18】 原文の英語は suspended sediment load。流送土砂は浮流砂（suspended load）、掃流砂（bed load）、ウォ
シュロード（wash load）の 3つの型に大別して考えられている（出典：吉川秀夫『水理学（講義と
演習）』、技報堂出版）。

【訳注 3-19】 原文の英語は Atlantic salmon。サケ属ではなく、タイセイヨウサケ属（Salmo）に属する。

【訳注 3-20】 原文の英語は salmon。ここでのサケは春から夏にかけて遡上するギンザケやマスノスケなどのタイ
ヘイヨウサケ属（Oncorthynchus）を指すと思われる。

【訳注 3-21】 原文の英語は in-stream （water） usesと out-of-stream （water） uses。本文において、前者は河川に水が
あることを利用する利用形態（内水漁業、舟運など）、後者は河川の水を外部に持ち出して利用す
る利用形態（農業用水、家庭用水取水など）を指している。国土交通省の資料などにおいて、「河
川内利用」は河川敷でのレクリエーション活動などを指す場合もあるので注意すること。

【訳注 3-22】 原文の英語は Robust。「統計的推測に際し、設定した確率モデルからデータがある程度ずれても妥
当性・有効性が失われないような方法」（出典：研究社『新英和大辞典』第 6版）

【訳注 3-23】 原文の英語は Small Valleys。1998年 10～ 11月に中米を襲った巨大ハリケーン・ミッチ（気圧
905hPa, 風速 80 m/秒 , 総雨量 1,900 mm, 死者・不明 2万人 , 被害総額 60億米ドル）とそれに引き続
く洪水の結果、地域コミュニティに根ざした洪水警戒プログラムの重要性が認識された。現在、中
米全体を通じて 30以上のコミュニティに基礎を置くスモールバレープログラム（SVP）が存在する。
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SVPの主要な目的は、地域の資源、専門家、技術、知識を活用して洪水や気象事象に対するコミュ
ニティの脆弱性を低減することである。SVPの数が増えるにつれて、グループ間での経験や情報の
交換が進み、水や気候についての広域的な対話に発展してきている（Dialogue on Water and Climate

（DWC）, 2002）。なお、DWCでは、SVPは流域レベルに位置づけられ、地域レベルでは中央アメ
リカである（Box 3.2の原文記述の誤植）。
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