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気候変動によるリスクへの対応

海外における適応策の動向



西オーストラリア州南西部の
気候変動の影響と適応策に関
する戦略を策定

西オーストラリア州南西部では1970
年代半ばから降雨が15%減少

将来の気温の上昇により南西部の
降水量のさらなる減少を予測

激しい干ばつのために、2002～
2003年の小麦生産量は半分以下
の1,010万トンに減少

オーストラリア3)

EU委員会は、2007年に適応
策の重要性を訴える「グリーン
ペーパー」「EUの水不足と干
ばつへの取組」を公表

北ヨーロッパの年降水量は1～
2%/10年増加、夏季降水量減少

南ヨーロッパの年降水量、夏季降水
量は減少し

より頻繁に過酷な干ばつが予想される

過去30年においていくつかの大き
な干ばつを経験

過去100年間の北ヨーロッパの年
降水量は10～40%増加、南・東
ヨーロッパの年降水量は20%減少

ヨーロッパEU４)

ブリティッシュコロンビア州等
での気候変動問題に対応した
広範囲な地方水政策の実施

冬期の流出増加、夏期の流量減少と
水温低下を懸念

干ばつ（2001～2002年）で作物の
損失や保険支払いなどのため50
～60億ドルの損失が発生

カナダ2)

カリフォルニア気候変動セン
ターの影響評価と適応オプ
ションの検討

節水対策の強化と表面貯留、
地下水貯留、送水施設などを
含む水管理・送水システムの
拡張

温暖化による蒸発散量の増加、渇水
リスクの増大

西海岸沿いでは、冬期の湿潤状態
の増加、夏期の乾燥状態の長期化
を懸念

2050年までにシエラ山脈の積雪量
は25%減少することを示唆

常に国家の20%が渇水状態を経
験

広範囲の渇水の際は、程度の差
（中程度～深刻）こそあれ、国家の
80%が渇水を経験

アメリカ1)

主な適応策の状況

（水資源管理関連）

将来予測（渇水関連）顕在化している渇水事象国名

•先進諸国は、気候変動による水資源への影響を認識し、影響評価を進行
•先進国（一部）は、国家、地域、流域レベルの適応戦略に着手
•アジア諸国では、技術的・予算的制約等により適応策を国家施策等に位置付けるのは少数

（参考文献）※先進国、アジア諸国の動向は、国連気候変動枠組み条約（UNFCCC）へ提出された最新の国別報告書（National Communications）等より把握
1) U.S. Environmental Protection Agency. 2006. Fourth National Communication of the United States of America Under the United Nations Framework Convention on Climate Change.

The California Strategic Growth Plan –Flood Control and Water Supply (Governor’s Budget 2008-2009)
2) Environment Canada. 2006. CANADA’S FOURTH NATIONAL REPORT ON CLIMATE CHANGE Actions to Meet Commitments Under the United Nations Framework Convention on Climate 

Change.
3) Australian Greenhouse Office within the Department of the Environment and Heritage. 2005. Australia’s Fourth National Communication on Climate Change A Report under the United 

Nations Framework Convention on Climate change
4)Climate change and water adaptation issues; EEA Technical Report,  2007
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アメリカ

（カリフォルニア州）

カリフォルニア州は、排出シナリオに基づく影響評価を実施して、将来に向けて準備

ｶﾘﾌｫﾙﾆｱｳｫｰﾀｰﾌﾟﾗﾝｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾄ2005（５年ごとに更新）では、効率的な水管理による排出ガ
ス削減を目標に、エネルギー政策セクターと共同で適応戦略を検討中

水資源等に与える気候変動の影響

温暖化による積雪の減少に伴う水供給と水力
発電への影響

融雪時期の早期化に伴う洪水管理のための
貯水空きスペースの確保

温暖化による生態系への影響

海面上昇によるデルタ地域の塩分侵入

全ての部門での水需要の増加

エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用

水使用あるいは環境への影響

浄水場

ポンプ

海水淡水化

下水再利用

下水処理
細流灌漑

魚スクリーンダム撤去

水質保全、節水

温水保全
農業生産高

改良

ソーラー発電による農業

街路樹

気化冷却

森林再生

化石燃料製品

シェール油製品

少 多

少

多

気温が３℃上昇した場合、シエラ山脈の
高度1500フィートの積雪量は4～5百万

エーカーフィート減少すると予測

2050年における貯水池流入
量（4月～7月）の変化の予測

（春期流出）

将来の地域毎の水需要の変化

現在のト
レンド 低度に

資源集
中的

高度に
資源集
中的

エネルギーと水のトレードオフの関係

ビジョン

カリフォルニアウォータープランの枠組み

信頼のた
めのイニシ
アティブ

持続可能な
基礎的活動

活気のある経済

健康的な環境

高水準の生活

統合的な地域水管
理の実施

州全体の水管理シス
テムの改善

効率的水使用 水質保護 環境管理支援

（参考文献）

John T. Andrew, Department of Water Resources California Water Plan Update 2009 Advisory Committee. 2007. Climate Change & theCalifornia Water 
Plan Update 2009.
Michael Kiparsky and Peter H. Gleick, Pacific Institute for Studies in Development, Environment and Security. 2003. California Water Plan Update 2005 
Climate Change and California Water Resources: A Survey and Summary of the Literature.

カリフォルニア州指令S-3-05 州全体のGHGターゲット
2010年までに、2000年排出レベルまで低減
2020年までに、1990年排出レベルまで低減
2050年までに、1990年の80％以下の排出レベルまで低減

サクラメント川の年流出で4～7月の流出が占める割合（減少傾向）
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カナダ

（ブリティッシュコ
ロンビア州）

適応策の例（水資源関連）
より効率的な水使用
水使用料金
開発や人口の制限
農業方法の改善
計量による正確な量の把握
水供給インベントリー、水使用の優先順位付け
水ライセンスの発行
施行令等の法制度を増やす
時期の転換
買い上げ（バイアウト）
貯水池の開発、他の水源の開発
ダムを通した流れと侵食の調整
造林による適応
より良い政府機関の統合
土地使用決定の際の気候変動影響の考慮
資源管理における生態系コストの考慮
適応策決定に際しての社会コストの考慮

気候変動による主な影響（水資源関連）
作物生育期間の延伸
農業用水需要の増加
季節的な水不足／欠乏の管理
水質の低下
魚類生息環境の悪化
水使用に伴う紛争の増加

Okanagan流域

流域内の急速な人口の増加

将来の7月の気温変化の予測

将来の年降水量の変化の予測

気候変化シナリオ
全球→地域

水文変化シナリオ
・積雪
・流水

・年サイクル

地域開発内容
・人口

・水及び土地使用
・施設

意見交換（利害関係者）
・地域への影響
・適応オプション

・適応施策の選択

気候変動影響評価の枠組み
Okanagan流域への影響と適応策（水資源関連）

（参考文献）

Stewart Cohen & Tanuja Kulkarni, Environment Canada & University of British 
Columbia. Water Management & Climate Change in the Okanagan Basin.
British Columbia. 2004. Weather,Climate and The Future B.C.’s PLAN.
British Columbia. 2004. Water Sustainability Action Plan for British Columbia: 
Framework for Building Partnerships.

海外における適応策の動向海外における適応策の動向
カナダは、温暖化による水供給システムへの影響を懸念。
最近も渇水被害が顕在化しており、ブリティッシュコロンビア州等では気候変動に対応した広範囲な地
方水政策を実施
特に、将来的に気候変動及び人口増加による水不足の可能性があると示唆されるOkanagan流域（ブリ
ティッシュコロンビア州）に重点をおいた研究を実施中



ＣＳＩＲＯの気候モデルによる予測では、州南西
部の年平均降水量が、2030年迄に最大20%、
2070年迄に最大60%減少(対1990年値)。

オーストラリア気候変動による少雨化が進行する西オーストラリア州では、2005年に「多様性による
安全保障」を中心戦略とした「水資源開発計画2005-2050」を策定し、水資源オプショ
ンを多様化

水源域管理

表流水(ダム等)

地下水源開発

気候変動の影響により、近年、ダム流入量が大幅に減少。
1911-1974：338百万m3/年 → 1997-2005：114百万m3/年 (66％減)

2006年は、州南西部で史上最低或いは平年

値を大きく下回る降水量で干ばつが深刻化。

西オーストラリア州

【パース海水淡水化プラントⅠ期 45百万m3/年】

【水需給の推移と今後の水資源開発計画】

【総合水供給システム（2007年現在）】

【Kwinana下水処理水リサイクルプラント 6百万m3/年】

海水淡水化
プラント

地下水源

ダム群

広域導水

海水淡水化
水利用効率化

下水処理水再利用

水取引

(百万m3 /年)

（参考文献）

"Source Development Plan 2005" (Water Corporation. April 2005)
"State Water Plan 2007" (Government of Western Australia, 2007)
“water for future Report 2006” (Water Corporation, 2006)
"Securing Our Water Future in a Drying Climate" (Dr Jim Gill, Chief Executive, Water Corporation, May 2006)
"Coping with Climate Change" (Peter Moore, Chief Operating Officer, Water Corporation, 27 June 2007)

（西オーストラリア州）

将来水需要

水需要

水供給能力

地下水供給

水供給能力（安全度引上げ後）

● 水利用制限実施年

将来気候の確実な予
測は不可能とし、計画
対象期間を近年８カ年
(1997-2004年)に見直

し、水供給能力を下方
修正。(前回見直し
1996年)

「多様性による安全保障」戦略は、海水淡水化、下水処理水再利用、水源域管理、水取引等降雨状況に依存しない多
様な水資源オプションと計画対象年の見直し等により、将来の水需要増と気候変動への適応を図るもの。
2015年頃迄の具体的な実施計画の提言とそれ以後の長期的なオプション（実施については今後更に検討）から成り、

将来の気候変動にあわせた柔軟なオプション選択を可能とする。

海外における適応策の動向海外における適応策の動向



ヨーロッパ各国の適応イニシアティブの例ヨーロッパ各国の適応イニシアティブの例

キプロス 新規・改良かんがいシステム、海水淡水化

ドイツ 水収支指針の改良、持続的地下水管理

スペイン 国家適応計画（水資源優先）

フランス 持続的な水資源管理方策

アイルランド 流域間水輸送

ラトビア 国家イニシアティブ（需要管理、水質）

マルタ 水保全、水使用合理化（配水ネットワーク漏水防止）

その他の取り組み

供給を増やすための技術的方策、水使用効率向上（雑用水利用等）、経

済的手法の改善（水価格設定） 、保険制度、水使用制限、水収支を改良す

る国土計画、予測・監視・情報

（出典）EEA技術報告書； No2/2007 気候変動と水の適応の問題

一部の国で適応イニシアティブを実施
EU委員会は2007年に適応の重要性を訴える「グリーンペーパー」「EUの水不

足と干ばつへの取組」を公表

（出典）Lehner et al. 2007

平均流量の比較（現況1961-90年）

（←減少 増加→）

流量の
変化(%)


