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社会状況変化が水資源へ与える影響
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社会変化による水需要への影響（需要の影響分析）社会変化による水需要への影響（需要の影響分析）

1.食料自給の重要性増大
2.稲作を中心とした持続的
農業の必要性、発展

農
業
用
水

1.生活様式のさらなる多様化
2.省エネ指向による節水型器機普及
3.快適指向による水使用量増加

1.量産品製造の海外移転
2.先端技術製品の製造、新製品の
開発、基礎研究は国内に保持、
回帰

工
業
用
水

生
活
用
水

人口減少
高齢化

温暖化

生活様式多様化
快適指向

将来（５０年後～１００年後）

節水型水使用
機器の普及

人口減による
確実な需要減

外部サービス
利用の普及

経済のグローバル化
と国際経済競争

●人口減による確実な需要減
●省エネ指向、技術開発による節水進展
●快適指向による一部使用水量増？

世
界

日
本

海外流入
人口の増加

生産拠点の
海外展開
国内回帰

合理化・省力化
研究開発

●水消費はさらに合理化の方向
●経済成長や先端技術開発、
技術革新が将来の水需要に影響

国際的優位
業種の拡大

世界的人口増加
と食料需給

人口減、増産による
食料自給率向上

海外での穀物
需要の高まり

蒸発散量の増加
作付け体系の変化

食生活の変化

●食料自給率は向上の方向
●農業用水の需要は高まる方向
●世界の食糧事情の影響大

消費品目の変化

経済成長見通し？
（人口減少の影響？）
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社会変化による水需要への影響（大まかな試算）社会変化による水需要への影響（大まかな試算）

人口に関する将来推計

日本の将来推計人口（死亡中位推計）は次のとおり。

1都5県全国

6,149万人（48%）

9,777万人（77%）

11,835万人（93%）
出生率高位仮定

3,216万人（96%）11,522万人(90%)11,258万人（88%）30年後

1,735万人（53%）4,459万人（35%）3,452万人（27%）100年後

2,751万人（84%）8,993万人（70%）8,411万人（66%）50年後

出生率高位仮定出生率中位仮定出生率低位仮定

2005年
（12,777万人）

（資料）「日本の将来推計人口」国立社会保障・人口問題研究所（H18.12）
（注）1都5県（茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都）の人口は、「日本の将来推計人口」の都道府県人口
（中位仮定）をもとに国土交通省水資源部が次の手順により仮定した。
1.2005年～2035年の全国に占める1都5県の人口割合をもとに2050年、2105年の人口割合（仮定）を回帰式により求めた。
2. 2050年、2105年の将来推計人口（高位仮定）に1都5県の人口割合（仮定）を乗じて人口を算定した。
3.人口割合（仮定）は、中位仮定と変わらないものとして算定した。

現在の水使用量

－８３５億m3/年全体使用量

約６６％５５２億m3/年農業用水

約１５％１２１億m3/年工業用水

約１９％１６２億m3/年生活用水

（出典）「日本の水資源」国土交通省水資源部（H19.8）
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社会変化による水需要への影響（大まかな試算）社会変化による水需要への影響（大まかな試算）

シナリオ作成に当たっての基本的な考え方

全体

生活用水

農業用水

工業用水

社会変化による水需要へ影響を及ぼす因子は、多数考えられるが、見通しを立てるのが難しい。
あくまでも大まかな仮定に基づく試算。
ある程度見通しが立ち大きな影響を及ぼすものが「人口減少」。この人口に関する高位の仮定
をもとにシナリオを作成。
飛躍的な技術革新は考慮せず「人口減少」と「各用水へ大きな影響を及ぼす因子」を組み合わ
せて試算。

「人口減少」に加え、「節水型機器の普及の進展」が需要に大きな影響を及ぼす。

世界人口増加、温暖化等による世界の食糧不足が懸念され、国内の「食糧自給率」を考慮。
「人口減少」と「食糧自給率」は関連しており、両者を勘案して国内の食料生産量をどのように設
定するかにより大きな影響を及ぼす。

今後の経済の見通しを定めるのが困難。30～50年後は、過去20年間の経済成長と同程度以内
として淡水使用量を試算。
回収率を考慮。
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社会変化による水需要への影響（大まかな試算）社会変化による水需要への影響（大まかな試算）

生活用水の将来の見込み

（１）人口減少による需要減（2005年比較）
全国 1都5県

３０年後 ９３％ ９６％
５０年後 ７７％ ８４％
１００年後 ４８％ ５３％

（２）原単位

（注） 1.需要は人口に比例すると仮定
2.人口は高位仮定

節水型機器の普及による需要減
３０年後、５０年後、１００年後約20%減少

（注） 1.節水型機器が全部替わるものとすると約４０％程度減少（以下の表のとおり。ただし、
表以外の家庭用水、都市活動用水についても同程度に減少すると仮定。）
2.節水型機器が半分程度普及するものと仮定。

（３）将来の見込み
全国 1都5県

３０年後 約７割程度 左記に約5%程度増
５０年後 約６割程度 左記に約5%程度増
１００年後 約４割程度 左記に約5%程度増

（注） 需要は（人口）×（１－原単位減少率（０．２））

6.0m3 /月

6.0m3 /月

浴槽

1.3m3 /月

2.0m3 /月

洗濯機

16.2m3 /月（△42%）1.0m3 /月4.8m3 /月3.16m3 /月節水型

28.1m3 /月6.0m3 /月7.7m3 /月6.37m3/月通常

合計キッチン浴室トイレ

（資料）1.トイレ、浴室、キッチン、浴槽は、TOTO（株）ニュースリリース（2004.3.24）による4人家族での推計
2.洗濯機は、生活センター調べ（2000、2004）から推計
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社会変化による水需要への影響（大まかな試算）社会変化による水需要への影響（大まかな試算）

農業用水の将来の見込み

（１）人口減少と食糧自給率

（２）将来の見込み

４４～５６％４０～５０９０11,464万人（90%）３０年後

８３～１００％４０～４８４８6,149万人（48%）１００年後

５２～６５％４０～５０７７9,777万人（77%）５０年後

４０％４０１００12,777万人2005年（現在）

食糧自給率（B/A）生産量（B）必要生産量（A）人口

３０年後、５０年後、１００年後の用水量
・生産量４０の場合、現状と同程度
・生産量５０（４８）の場合、約1.5割程度増

（出典） 人口は、「日本の将来推計人口」国立社会保障・人口問題研究所（H18.12）の高位仮定による。
（注） 1.現在の食料自給率は40%。現在の必要生産量を１００、生産量４０とする。

2.必要生産量（A）は、人口に比例すると仮定
3.現状維持の生産量40と、生産量を25%増大させた生産量50との両方を仮定。生産量50は、世界の今後の食糧不足を念頭に
大胆な仮定をしている。なお、将来、食糧自給率50%という目標がある。「食料・農業・農村基本計画（H17.3）」農林水産省

（注） 1.生産量50の場合の必要な農業用水量については、「50年後の日本
の水資源と水供給システムの持続可能性（長岡裕ら）」によれば
93億m3/年必要。農業用水使用量552億m3/年に対し約1.5割程度増。
2.生産量48の場合は、生産量50の場合と同程度と仮定。

（出典） 「50年後の日本の水資源と水供給システムの持続可能性（長岡裕ら）」
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社会変化による水需要への影響（大まかな試算）社会変化による水需要への影響（大まかな試算）

工業用水の将来の見込み

（１）淡水使用量

（２）回収率

３０年後、約82%と仮定
５０年後、約85%と仮定
１００年後、約85%と仮定

３０年後・５０年後、年約0.5%の増加

１００年後、５０年後の使用量と同じと仮定

（３）将来の見込み（淡水補給水量）
３０年後、ほぼ現状と同程度
５０年後、約１割程度減
１００年後、約１割程度減

（注）1.「50年後の日本の水資源と水供給システムの持続可能性（長岡裕ら）」の（注２）の仮定を使用。
2.30年後、50年後の回収率は、73.6%（1980年）～78.6%（2000年）のトレンドによる。
3.100年後は、50年後と同じと仮定。

（注）淡水補給量は、淡水使用量×（１－回収率）

（注）「50年後の日本の水資源と水供給システムの持続可能性（長岡裕ら）」の仮定を使用（以下の考えによる。）
・1980年代は、実質経済成長率は約4.6%、1992～2000年の実質経済成長率は約1.2%。
・淡水使用量は近年２０年は毎年約0.47%の伸びで増加。
・2001～2015年の経済成長率は年1.33%（H14閣議決定）。
・将来も、1980年代、90年代の経済成長率の範囲内と仮定。
・2050年まで過去２０年間の延長で増加すると仮定。
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社会変化による水需要への影響（大まかな試算）社会変化による水需要への影響（大まかな試算）

約１割程度減約１割程度減現状とほぼ同程度
工業用水

（約15%）

現状の約４割程度
※1

現状の約６割程度
※1

現状の約７割程度
※1

生活用水

（約19%）

現状とほ
ぼ同程度

※2

約1.5割程
度増

生産量５０

現状の約
９割程度
※2

現状とほ
ぼ同程度

生産量４０

３０年後

現状とほ
ぼ同程度

※2

現状の約
９割程度

※2

現状の約
９割程度

※2

現状とほ
ぼ同程度

※2
全体使用量

約1.5割程
度増

現状とほ
ぼ同程度

現状とほ
ぼ同程度

約1.5割程
度増

農業用水

（約66%）

生産量５０生産量４０生産量４０生産量５０

１００年後５０年後

（注）全体使用量は、生活用水、農業用水、工業用水を全体に占める割合（平成16年実績）に応じて合算

※1.1都5県の生活用水は、P2、P4で試算したとおりここに示される数値より約5%増と影響がある。
※2.1都5県の全体使用量は、P2、P4で試算したとおりここに示される数値より約1%増とほとんど影響がない。
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将来の水利用の変化（かんがい時期、蒸発散量）を考慮した検討将来の水利用の変化（かんがい時期、蒸発散量）を考慮した検討

現在と将来の渇水の比較〈CCSR(A1Bシナリオ) RCM20(A2シナリオ)/ 利根川流域〉

（注）1.気象庁の温暖化予測モデル（RCM20）の計算結果、東京大学気候システム研究センター（CCSR）の高分解能全球大気海洋結合モデルの計算結果を用いて、
国土交通省水資源部が試算
2.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
3.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水稲の移植日の変化に伴い20（40）日早まる（遅くなる）場合
4.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水稲の移植日の変化に伴い60日遅くなる場合

（注の出典）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」
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）

利根川流域における社会現象面での大まかな条件設定（前頁の結果をもとに条件を設定）に基づき試算

現在に対し10%減現在と同じ現在に対し35%減５０年後

現在に対し10%減現在に対し15%増現在に対し55%減１００年後

現在に対し10%減現在に対し15%増現在に対し35%減５０年後
ケース２

現在に対し10%減現在と同じ現在に対し55%減１００年後
ケース１

工業用水農業用水生活用水

回数 日数 回数 日数 回数 日数 回数 日数 回数 日数 回数 日数

2回 13日 4回 20日 2回 13日 4回 20日 2回 13日 4回 20日

5回 70回 6回 74日 5回 63日 3回 44日 6回 144日 8回 117日

ケース① 取水20日早まる 5回 119回 13回 223日 4回 72日 6回 94日 6回 153日 13回 213日

ケース② 取水40日早まる 6回 129回 15回 360日 3回 66日 9回 146日 8回 172日 16回 341日

ケース③ 取水20日遅くなる 6回 132回 7回 82日 4回 77日 2回 10日 6回 157日 7回 78日

ケース④ 取水40日遅くなる 4回 126回 5回 53日 4回 89日 2回 7日 4回 145日 4回 52日

ケース⑤ 取水60日遅くなる 4回 103回 5回 73日 4回 59日 2回 6日 5回 121日 5回 62日

１００年後
(RCM20)

５０年後
(CCSR)

１００年後
(RCM20)

５０年後
(CCSR)

１００年後
(RCM20)

現況再現

将
来

水利用の変化を考慮しない場合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　渇水回数・日数

ケース

自然現象面の変化のみ
社会現象面の変化を考慮

ケース１ ケース２

５０年後
(CCSR)

現況再現

現況より厳しくなるケース

現況より緩和されるケース

渇水：
ダムが枯渇した時
渇水回数：
渇水が発生する年の数
渇水日数：
ダムが枯渇した延べ日数

取水パターン：
生活用水は通年一定
工業用水は通年一定
農業用水は期別変動（月単位）とし、ピークは６月

現 況 ：1981～2000年
50年後：2031～2050年

100年後：2081～2100年



9

社会変化による水需要への影響（大まかな試算）社会変化による水需要への影響（大まかな試算）

大まかなシナリオを仮定に基づき推計をした結果、次のことが考察される。

（１）農業用水の使用量が大きいため、全国の水使用量は国内の食料生産量（国内の

食糧自給率）に大きな影響を受ける。

（２）３０年後、５０年後、１００年後、生産量が現状維持の場合には、全国の水使用量

は現状の約９割程度であり、生産量が２５％増の場合には、全国の水使用量は現状

と同程度である。自然現象面のリスクや水利用形態の変化による影響に左右される

可能性が考えられるため、地域毎（ブロック毎）の検討が必要である。

（３）１都５県の人口推計は、全国平均より高くなっており、人口の地域的な偏在は渇水

リスクを高める恐れがある。

（４）利根川流域において、社会状況変化、水利用変化等需要側の影響を考慮した上

での試算した結果では、５０年後、１００年後、渇水リスクは高まっており、地域によっ

ては、今回仮定のもとで、将来、渇水リスクは高まる恐れがある。


