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気候変動による自然変動、水利用の変化及び水資源への影響気候変動による自然変動、水利用の変化及び水資源への影響

現時点での最新の知見に基づく推定の信頼性現時点での最新の知見に基づく推定の信頼性

下記のような課題があること、2013年のIPCC第5次報告書に向けて各種の研究により蓄
積された知見による再評価を踏まえる必要があるが、現段階での可能な範囲での推定

課題
自然変動の推定（供給側）
・気候プロセスの未解明な部分、気候モデルの分解能による計算結果の信頼性

水利用の推定（需要側）
・農業用水の利用の変化については、上記の課題に加え、農作物の生育と気候変動の関係のモデルの
信頼性、管理方法等社会条件の設定

現時点での影響を推定現時点での影響を推定

降水量

GCM20の予測結果では、100年後、20年で1～3位（少雨）の冬期、春
期、夏期降水量は約4割の地域で少なくなる。
RCM20の予測結果では、100年後、20年で1、2位（少雨）の期別降水
量は、冬期（2位）は東日本から九州にかけて、春期（1、2位）は西日本
を中心に、夏期（1位）は東日本から九州にかけて少なくなる。

降雪量・融雪時期

利根川流域で降雪量、融雪時期が50年後、100年後
となるにつれ降雪量は少なくなるとともに、融雪時期
が早まる（RCM20；A2シナリオ）

（農業用水）（農業用水）

苗の移植日

気温上昇による育成障害を防止し最適収量とするため、苗の移植日
も全国的にずらす必要がある。

水田からの蒸発散量

2030年（2℃上昇）において、九州では約20%増加し、使用量が約5%
増加（※5）
九州以外の地域では、大きく異ならないと推定

（生活用水）（生活用水）

気温3℃上昇あたり、1.2～3.2%程度増加（※４）
※農業用水は水使用量の約7割を占めるため農業用水の利用変化の検証が必要

蒸発量

平均気温が１℃上昇すると蒸発量が6％増加し、降
水量の約4%に相当（群馬県前橋市を事例とした試
算）（RCM20；A2シナリオによる試算では、100年後
日本の平均気温は2～3℃上昇）

地域毎の需要面まで含めた検討、最新の知見に基づく再評価は必要であるが、50年後、100年後における年降
水量は増加傾向にあるものの、地域によっては変動幅の増大により年の中で著しい少雨時期が発生し、自然現

象面での渇水リスクは将来高まると考えるのが妥当。需要面の影響を考慮した場合の将来における渇水リスクに

ついてはさらに検討が必要。

利根川の過去の渇水発生要因（供給側の分析）

春期、夏期の著しい少雨（20年で1～3位）が渇水発生に
大きく影響

利根川の将来（100年後）の渇水発生要因
（供給側の分析）

上記に加え、冬期の著しい少雨（20年で1～3位）が渇水
発生に大きく影響
温暖化に伴う降雪量の減少が冬期降水量に影響

年降水量は増加するものの、年変動、季節変動が大
きくなる

使用量

両面からの水資源への影響検討両面からの水資源への影響検討

100年後の蒸発散量の増加とかんがい期のずれ両方を考慮した水
利用において、現在と比べ渇水の発生回数が増大

水田からの蒸発散量の増加は渇水の発生を高める方向に働く。

かんがい期が早まるのは渇水の発生を高める。遅くなるのは日数に

よって渇水の発生を緩和する方向と厳しくする方向の両方ある。

利根川の100年後の渇水発生状況

供給側の予測結果供給側の予測結果
積雪の多い地域（検討中）
積雪のない地域（検討中）
上記におけるかんがい期のずれの影響

他の地域

供給側における
渇水リスクが高まる

将来の渇水リスク（全国）将来の渇水リスク（全国）

代表地域で検討（代表地域で検討（RCM20RCM20モデル）モデル）

渇水発生要因の分析渇水発生要因の分析 需要側を含めた分析需要側を含めた分析

渇水要因となる期別降水量を整理（少雨）

需要側を考慮した場
合の渇水リスク
（検討中）

自然現象（供給側） 水利用の変化（需要側）

他の因子

人口減少、少子高齢化、ライフスタイルの変化、食料自給率、
企業立地動向など（要検討）
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利根川水系における渇水の要因利根川水系における渇水の要因

期別の降水量が著しく少なくなる

（46年間で7位以下（1/20～3/20
程度））年には、渇水が発生

期別の降水量が多い年でも月降

水量が著しく少ない場合には、渇

水が発生

1961～2006年（46年間） 利根川水系における渇水の要因

RCM20（A2シナリオ）による100年後の試算では、
冬期の降水量が少ないことが渇水発生の要因と
なっているものもある。
温暖化による降雪量の減少が冬期の降水量を減
少させる。

100年後の20年間 利根川水系における渇水の要因（RCMモデル）

（注）1.渇水はダム枯渇時点としている
2.国土交通省水資源部による試算

順位 降水量(mm) 年 渇　水 要因 備考

1 900 1984 8～9月渇水 春期降水確率　4/46

2 1,003 1996
1～3月渇水
8～9月渇水

夏期降水確率　1/46

3 1,027 1973 8～9月渇水 夏期降水確率　3/46

4 1,054 1978 8～10月渇水 夏期降水確率　6/46

7 1,091 1987 6～8月渇水 春期降水確率　3/46

8 1,143 1994 7～9月渇水 夏期降水確率　2/46

10 1,219 1980 6～7月渇水 夏期降水確率　14/46 6月降水確率　2/46、7月降水確率　7/46

12 1,222 1997 2～3月渇水 冬期降水確率　12/46

13 1,229 1979 6～7月渇水 夏期降水確率　7/46

17 1,268 1967 5～6月渇水 春期降水確率　19/46

23 1,314 1972 6～7月渇水 春期降水確率　5/46

25 1,350 1964 5～7月渇水 春期降水確率　10/46

29 1,377 1985 8～9月渇水 夏期降水確率　29/46 8月降水確率　6/46

31 1,399 1961 5～6月渇水 春期降水確率　14/46 5月降水確率　2/46

32 1,413 1990 5～8月渇水 夏期降水確率　5/46 5月降水確率　4/46、6月降水確率　1/46

37 1,496 1982 6～7月渇水 夏期降水確率　36/46 7月降水確率　3/46

順位 降水量（mm） 年 渇水

1 1,143 2081 6,8月渇水

2 1,309 2091 6～7月渇水

7 1,503 2089 9月渇水

11 1,765 2093 8月渇水

13 1,852 2082 5～6月渇水 冬期降水確率　1/20

要因

夏期降水確率　2/20

春期降水確率　3/20

夏期降水確率　1/20

7月降水確率　2/20

（注）国土交通省水資源部による整理
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一級水系における少雨期の期別降水量の現在と将来の比較一級水系における少雨期の期別降水量の現在と将来の比較

GCM20モデルによる全国一級水系毎の試算
によると、将来、109水系のうち、20年間で2
位の期別降水量（少雨）はおよそ4割の水系
において今よりも少なくなる。

期別降水量の現在と将来（100年後）の比較（GCM20；A1B）

20年間で少ない方から1位の降雨
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20年間で少ない方から2位の降雨
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20年間で少ない方から3位の降雨
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将来、自然現象面では渇水リスクを高める

R:将来（100年後）の期別降水量／現在の期別降水量

（注）国土交通省水資源部による試算
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将来の降水量の変化（将来の降水量の変化（RCM20RCM20；；A2A2モデル）モデル）

20
年
間
で
少
な
い
方
か
ら
1
位

20
年
間
で
少
な
い
方
か
ら
2
位

冬期

冬期

春期

春期

夏期

夏期

100年後の20年で1、2位（少雨）の期別降水量は、冬期（1、2位）は東日本から九州にかけて、
春期（1、2位）は西日本を中心に、夏期（1位）は関東南部や九州南部で少なくなる。
⇒ 将来、自然現象面では渇水リスクを高める。

※変化率：将来の期別降水量／現在の期別降水量
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（注）１．厚生労働省「水道統計」による。
　　　２．このデータには生活用水のほか上水道から工場へ供給される水量が含まれている。

（百万m3/日）

気温の上昇により、飲料水等都市用水
の需要の増大が見られる

（注）１．厚生労働省「水道統計」及び気象庁資料より国土交通省水資源部算出
２．データ期間は、平成３年度から１２年度の１０年間
３．原単位は、給水量ベース

気温１℃上昇あたり、約２リットル／人・日
の給水量の増加が見られる

気候変動が及ぼす影響（生活用水）気候変動が及ぼす影響（生活用水）

気温が3℃上昇した場合の生活用水使用量の増加量

気温が3℃上昇すると、1.2～3.2％年間使用量が増加
夏期の使用量の増加が他の時期に比べ顕著であり、夏期渇水のリスクを高める

6～8月4%程度年間2.4～2.8%程度沖縄

6～8月6%程度年間2.5～3.2%程度上記以外の本州、四国、九州

6～8月3%程度年間1.2～1.5%程度北海道、東北、北陸

（出典）「地球温暖化が水資源に及ぼす影響に関する考察」（土木研究所資料第3478号）
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気候変動が及ぼす影響（気候変動が及ぼす影響（蒸発散量）蒸発散量）

（出典）「第三回地球温暖化・森林吸収源対策推進本部資料」（農林水産省）

※降水量は同じと仮定し、水田蒸発散量算定
モデルを適用して、水資源賦存量（＝降水量
－水田蒸発散量）の変化を予測

九州の水田域に対し、温暖化シナリオを当てはめてみると、2030年代8月期の潜在的な水資源
量は、現在よりも約30mm減少（蒸発散量が現在よりも約20％増加）と予想される。
国内の全水使用量の6割は水田用水が占めていることを踏まえると、水田からの蒸発散量の動
向は、地域の水資源へも影響する。

水資源量(mm)2030年代現在（平年値）

2030年代の8月に潜在的な水不足が想定される水田地域
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（出典）「林・石郷岡（2002)未発表資料」による

温暖化時における水稲の最適田植え日の変化（2090年）
北海道：約-20日、関東：約+60日、九州：約+40日

気候変動が及ぼす影響（気候変動が及ぼす影響（苗の移植日）苗の移植日）

コシヒカリの栽培では、
温暖化した場合に苗の移植日程を現在のまま続けると、東北地方南
部から南の多くの地域で、50年後に約10％の減収が見込まれる。
温暖化が進んでも、苗の移植日を現在より4～10日早めると、東北地
方南部から南の多くの地域で、5～20％の増収が見込まれる。

（出典）「地球温暖化の影響資料集」（環境省）
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気候変動による水利用の変化（需要側）気候変動による水利用の変化（需要側）

農業用水

苗の移植日

気温上昇による育成障害を防止し最適収量とするため、苗の移植日を全国的変更させ、

かんがい期をずらす必要がある。

水田からの蒸発散量

2030年（2℃上昇)において、九州では約20%注増加し、使用水量が約5%増加
九州以外の地域では、大きく異ならないと推定

北海道 －２０日関東 ＋６０日九州 ＋４０日２０９０年

つくば －４０日筑後 －９５日１００年後

つくば －１９日筑後 －１８日１００年後
－早まる

＋遅らせる

つくば －１０日筑後 －４日５０年後

（出典）
1.「近年の気候変動の状況と気候変動が農作物の生育等に及ぼす影響に関する資料集」（農林水産省；平成14年4月）
2.「地球温暖化予測情報にもとづく水稲の潜在収量分布の変化」（（独）農業環境技術研究所環境資源部;平成10年度）
3.「林・石郷岡（2002）未発表資料」

（注）「温暖化による九州の水田水資源の変化を予測」（（独）農業・食品技術総合研究機構；2006年）
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将来の水利用の変化を考慮した検討将来の水利用の変化を考慮した検討

現在と将来（100年後の20年間）の渇水の比較（RCM20；A2シナリオ/ 利根川流域）

５３日５回蒸発量増加＋取水40日遅くなるケース⑤

水
利
用
の
変
化
を

考
慮
す
る
場
合

100年後

蒸発量増加＋取水60日遅くなる

蒸発量増加＋取水20日遅くなる

蒸発量増加＋取水40日早まる

蒸発量増加＋取水20日早まる

蒸発量増加による影響

８２日７回ケース④

７４日６回水利用の変化を考慮しない場合

渇水日数渇水回数ケース

５回

１５回

１３回

８回

４回

２２３日ケース②

３６０日ケース③

７３日ケース⑥

１２１日ケース①

１８日現況再現

•蒸発量増加：蒸発量増加に伴い農業用水の取水量が5%増加した場合
•取水パターンが20（40）日早まる（遅くなる）：農業用水の取水パターンが20（40）日早まる（遅くなる）場合
•取水パターンが60日遅くなる：農業用水の取水パターンが60日遅くなる場合
（注）国土交通省水資源部による試算
（資料）1．「近年の気候変動の状況と気候変動が農作物の生育等に及ぼす影響に関する資料集」（農林水産省；平成14年4月）

2．「地球温暖化予測情報にもとづく水稲の潜在収量分布の変化」（（独）農業環境技術研究所環境資源部;平成10年度）
3．「林・石郷岡（2002）未発表資料」
4．「温暖化による九州の水田水資源の変化を予測」（（独）農業・食品技術総合研究機構；2006年）

100年後の蒸発散量の増加とかんがい期のずれ両方を考慮した水利用において、現在と比べ渇水
の発生回数が増大 ⇒ 利根川では、将来需要面まで含めて渇水リスクを高める
水田からの蒸発散量の増加は渇水の発生を高める方向に働く
かんがい期が早まるのは渇水の発生を高める。遅くなるのは日数によって渇水の発生を緩和する
方向と厳しくする方向の両方ある。
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温暖化

水温上昇
（低下しない）

降雨パターン
の変化

土砂の流出

冬季結氷の減少
（透過光の増大）

遺骸が底層に沈積

水温躍層
の固定化

植物プランクトン増殖

底層DOの減少

湖内循環の減少

温暖化により、水のおいしさや水の安全面で影響が懸念

豪雨による
土砂崩壊

地球温暖化がもたらす水質への影響イメージ地球温暖化がもたらす水質への影響イメージ

害虫の増加

大腸菌群数
の増加

農薬使用量増加に伴う

農薬流入量増加

感染症への
影響の恐れ

水のおいしさ

水の安全面

気温上昇

（注）「地球温暖化と日本 第３次報告-自然・人への環境予測-」原沢英夫、西岡秀三編をもとに国土交通省水資源部が加筆修正

化石燃料の
消費等

大気中の窒素
循環の変化

NO3-Nの
渓流水への流出

森林・土壌へ流入
（窒素飽和現象）

濁水の増大

鉄、マンガンの溶出

有害物質
の流入

有害物質の溶出河川DOの減少

都市域からの
窒素・リン

有害物質等流出増

処
理
に
伴
う
生
成
物

濁り

異臭味

着色

水の安全面
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地球温暖化による生態系への影響地球温暖化による生態系への影響

水温上昇による生態系への影響の一例

魚類

水温が上昇した場合、冷水魚の分布域は大幅に減少、オショロコマの分布域の90%、イワナ
の分布域の35%が消失（河川水温が4℃上昇の場合）
冷水魚は北へ分布を移さなければならないが、水系間の移動は容易ではないため絶滅し、種
の多様性が低下
気候変化の速度が生態系の変化の追随より大きい場合、魚の減少や種の組成変化が生じ、
餌となっている水生昆虫の群集の変化、付着性藻類の群集の変化まで起こる可能性がある。

動植物プランクトン

大型の動物プランクトンの高温耐性が低いDaphniaが減少し、動物プランクトン群集は小型種
優占になる
小型の動物プランクトンは魚の餌になりにくく、食物連鎖が変化、さらに生態系が変化
ラン藻の優占が促進される。ラン藻類の多くは群体を形成したり毒素を生産するため動物プラ
ンクトンには食われにくくなり、食物連鎖が変化、さらに生態系が変化

水温の上昇は、魚類などの水生生物の生存に直接的に影響水温の上昇は、魚類などの水生生物の生存に直接的に影響
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気候変動に伴う新たなリスク気候変動に伴う新たなリスク

洪水時・高潮災害時の浸水による水供給機能低下のリスク

降水量の増大による洪水・浸水被害の拡大、台風の発生数は減るものの、強い台

風の増加により、ゼロメートル地帯での高潮災害に伴う水供給機能の低下のリスク

が高まるおそれ

地下水への影響

地球温暖化に伴い２１世紀末には地球の平均海面水位が１８㎝～５９㎝上昇すると

予想

地域的な海面上昇は、精度よく見通しを立てるのが困難

海面上昇の発生があった場合には、沿岸域における地下水の塩水化を進行させる

おそれ
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気候変動リスクへの対応（１）気候変動リスクへの対応（１）

自然現象や水利用等の社会条件に左右される、有限かつ脆弱な国土資源。

地球温暖化に起因する気候変動は、降雨特性などにさらに偏在性を与えることになり、人類の

生存基盤を揺るがす新たなリスク。

温暖化の緩和策には限界があり、気候変動による影響への適応策が不可欠。

将来、降雨の変動が激しくなり、これまでにも増して、渇水の要因となる季節の降水量におい

て著しい少雨が発生し、施設の供給能力が低下し、渇水リスクを高める。

自然現象面

需要面

将来、農業用水など水の利用形態、時期等が著しく変化する恐れあり。地域によって、渇水リ

スクを高める方向に働く。

渇水リスクのみならず、水質、地下水、水循環、生態系への影響、洪水時・高潮時の水供給機

能低下のリスクが高まる。

その他のリスク・影響

基本認識

気候変動リスクへの認識
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気候変動リスクへの対応（２）気候変動リスクへの対応（２）

自然現象面、需要面の変動が大きくなるので従来の手法のように従来の手法のように、過去のデータをもとに目標

値が固定的に設定される計画等では対応が困難では対応が困難。。

将来の変動を前提として変動に対し必要な適応策を講じていく順応的対応将来の変動を前提として変動に対し必要な適応策を講じていく順応的対応を早い段階から長

期的な視点に立ち実施。

ＩＰＣＣ第５次報告書へ向けた調査・研究動向を踏まえつつ、調査・研究を充実。

地球温暖化への緩和策と適応策は車の両輪。節水型社会の構築は、適応策のみならず、上

下水道処理のエネルギーを削減し、ＣＯ２削減に寄与する緩和策でもあり、両面から重要な柱。

変動を前提として、新たな知見が得られる時点毎に影響の再評価、これに基づく定量的な目

標設定と必要となる適応策の提案、適応策の実施を行う順応的な対応を実施。

渇水リスクのみならず水質、生態系や地下水、水循環への影響、洪水時・高潮時の浸水によ

る水供給機能低下のリスクへの対応が不可欠。

総合的水資源マネジメントの推進により対応。

（基本的な考え方）

（対応の方向）

対応の方向
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気候変動リスクの対応（３）気候変動リスクの対応（３）

水質の影響への対応
データ蓄積、既存対策の効果検証、シミュレーションによる予測
その要因への効果的な貯水池内水質改善対策 等

洪水時・高潮時の浸水による水供給機能低下のリスクへの対応
ゼロメートル地帯を抱える３大湾等において、シミュレーションによる影響予測、上下水道施設の機能維持の
検討、対策が必要な施設で耐水化対策、機能維持対策計画の立案 等

地下水の塩水化への対応
海面上昇の予測、地下水塩水化への影響の程度を把握・検討、沿岸自治体に注意喚起、監視の強化

節水型社会に向けた需要マネジメント
節水意識の高揚、水利用の合理化、負担に応じた受益の得られる仕組み

水資源の有効利用を図る供給マネジメント
既存ストックの積極的な活用による合理的な供給

管理面における順応的な対応

（施設の弾力的運用を年間を通じて実施、気象を予測した管理）

総合的水資源マネジメントの各種施策

調査・研究の充実
モニタリング、自然変動の形態、水の利用・管理の形態、需要面の変化を総合的に踏まえた気候変動の
影響の予測、それを踏まえた施設計画の策定

生態系の影響への対応
生態系の影響について、調査・研究・モニタリングの推進

具体的な対策（適応策）




