第Ⅱ編 １ 危機的状況を迎える世界の水問題の状況

第Ⅱ編 世界の水問題解決に向けた新たな行動
１

危機的状況を迎える世界の水問題の状況

水は地球上全ての生命の源であり，代替物のない貴重な資源である。水は，人類の発展に不
可欠なものである。
しかし２１世紀の今，我々人類は，気候変動，世界人口の増加，開発途上国の急激な経済成
長，都市化に伴う水需要の増大や水の汚染など，かつて経験したことのない地球規模の水危機
に直面している。

（１）国際目標とその達成状況
ア

MDGs（国連のミレニアム開発目標（Millennium Development Goals）
）の達成状況

国連ミレニアム開発目標（Millennium Development Goals；以下「MDGs」と記す。
）の達
成状況を見ても水問題は深刻な状況であることが判る。
２００２年（平成１４年）に定められた MDGs では，水問題について，水は人間の生命・健康の
維持，経済活動に不可欠なものであることから，「２０１５年（平成２７年）までに，安全な飲料水
と基礎的な衛生施設を継続的に利用できない人々の割合を半減する」が目標として設定されて
いる。
また，貧困や飢餓の削減，保健，教育，ジェンダー平等など，他の MDGs の達成は，「人間
の安全保障」の観点から極めて重要である。しかし，開発途上国では，水汲みに女性や子供が
使われ，教育の場に行けない，水が媒介する感染症で乳幼児が亡くなるといった実態があり，
その多くは水問題の解決と深く関わっている＊。
２００６年（平成１８年）１１月に国連開発計画（UNDP）が発表した，世界の水問題に焦点をあて
た『人間開発報告書２００６』によれば，開発途上国において，安全な飲料水を継続して利用でき
ない人口の割合は，１９９０年（平成２年）の２９％から２００４年（平成１６年）には２１％に改善した（世
）（図Ⅱ−１−１）が，依然として
界全体では，１９９０年の２２％から２００４年には１７％に改善した。
世界全体では約１１億人の人たちが安全な飲料水を継続的に利用できない状態にある（図Ⅱ−
１−２）
。

＊：世界的な水問題の解決のために様々な活動を実施している特定非営利活動法人日本水フォーラムは，
「水と衛生」問題の解決が

乳幼児死亡率の削減，妊産婦の健康の改善等，他のミレニアム開発目標の達成にどの程度寄与するのか試算を行い，
「MDGs の
１／３は，水問題を解決すれば達成できる」という結論を得ている。
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図Ⅱ−１−１ 安全な飲料水を継続的に利用できない人々の全人口に対する割合
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（注）UNDP人間開発報告書2006をもとに国土交通省水資源部作成

図Ⅱ−１−２ 開発途上国における，安全な飲料水を継続的に利用できない人々の地域別人口

また，開発途上国において，基礎的な衛生施設を継続して利用できない人口の割合は，１９９０
年（平成２年）の６７％から２００４年（平成１６年）の５１％に改善した（世界全体では，１９９０年（平
）（図Ⅱ−１−３）が，依然とし
成２年）の５１％から２００４年（平成１６年）には４１％に改善した。
て世界では約２６億人の人たちはトイレ等の基礎的な衛生施設を継続的に利用できない状況にあ
る（図Ⅱ−１−４）
。
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図Ⅱ−１−３ 基本的な衛生施設を継続的に利用できない人々の全人口に対する割合
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図Ⅱ−１−４ 開発途上国における，
基本的な衛生施設を継続的に利用できない人々の地域別人口

このように，水と衛生施設に関する状況には進展が見られているが，『人間開発報告書２００６』
は，「現在の動向が続けば，サハラ以南アフリカは，安全な飲料水の目標を２０４０年（平成５２年）
に，基礎的な衛生施設の目標を２０７６年（平成８８年）に達成する見通しである。南アジアは，衛
生施設の目標軌道から４年遅れており，アラブ諸国は安全な飲料水の目標軌道から２７年遅れて
いる」という具体的な見通しを示し，全ての地域における MDGs 達成は極めて難しい状況に
あることを指摘している（図Ⅱ−１−５）
。
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図Ⅱ−１−５ 水と衛生に関する MDGs の達成見込み時期

また，『人間開発報告書２００６』によると，MDGs を目標通り２０１５年（平成２７年）までに達成
するには，
○サハラ以南アフリカにおいては，安全な飲料水を利用できる人々の数を過去１０年の年間
１，
０５０万人から，次の１０年には年間２，
３１０万人へと，２．
２倍のペースで増やさなければなら
７９０万人へと，３．
９倍の
ない。基礎的な衛生施設の利用に関しても，年間７２０万人から２，
ペースで増加させる必要がある。
４７０万人から４，
２５０万人へ
○南アジアにおける基礎的な衛生設備の利用に関しても，年間２，
７倍のペースで増加させる必要がある。
と，１．
と指摘している（表Ⅱ−１−１）
。

表Ⅱ−１−１ MDGs 達成のために必要な人数及びこれまでの実績
（単位：万人）

サハラ以南アフリカ

安全な飲料水の継続的利用
目標達成まで
１９９０〜２００４年で
（２００４〜２０１５年）
継続的利用が可能
になった人数
に必要な人数
（年平均）
（年平均）
２，
３１０
１，
０５０
（２．
２倍のペース）

基礎的な衛生施設の継続的利用
目標達成まで
１９９０〜２００４年で
（２００４〜２０１５年）
継続的利用が可能
になった人数
に必要な人数
（年平均）
（年平均）
２，
７９０
７２０
（３．
９倍のペース）

４７０

６５０
（１．
４倍のペース）

４９０

６９０
（１．
４倍のペース）

東アジア・太平洋諸国

２，
２９０

２，
４３０
（１．
１倍のペース）

２００
３，

３，
３６０
（１．
１倍のペース）

南アジア

３，
２５０

２，
２１０

２，
４７０

４，
２５０
（１．
７倍のペース）

９００

６１０

８６０

８４０

７，
９５０

８，
２４０
（１．
０倍のペース）

７５０
７，

１２，
０４０
（１．
６倍のペース）

アラブ諸国

ラテンアメリカ・カリブ諸国
世界全体
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イ

IWRM（統合水資源管理（Integrated Water Resources Management）
）
計画の策定状況

統合水資源管理（以下「IWRM」と記す。
）は，水資源を開発，管理する上で有効な手法と
して国際的に認識されており，水に関する MDGs を達成するための有効なプロセスとし
て，２００２年の持続可能な開発に関する世界首脳会議（ヨハネスブルグ・サミット）において，
「２００５年までに各国政府は IWRM 計画を作成する」ことが国際合意事項となっている。
＊
世界水パートナーシップ（Global Water Partnership；以下「GWP」
と記す。
）は，IWRM

を「水や土地，その他関連資源の調整をはかりながら開発・管理していくプロセスのことで，
その目的は欠かすことのできない生態系の持続発展性を損なうことなく，結果として生じる経
済的・社会的福利を公平な方法で最大限にまで増大させることにある」と定義している。

２００８年５月に開催された国連の持続可能な委員会第１６会期（the １６th Session of UN Commis）において，国連水関連機関調整
sion on Sustainable Development；以下「CSD１６」と記す。
委員会（UN-Water）は，各国の IWRM の取り組み状況について行った調査結果に基づき，
以下の報告を行い，計画策定には一定の進展が見られるものの，さらなる取り組みが必要であ
るとの認識を示した。
○１０４ヶ国より調査票が提出された。うち，７７ヶ国が開発途上国，２７ヶ国が先進国であった。
○先進国での計画策定状況は，IWRM の主要な項目のほとんどについて進展が見られるが，
さらなる改善の余地もある。
○開発途上国での計画策定状況は，２００６年に実施した GWP の調査結果と比較すると，計画
を完成又は実施している国の割合は２１％から３８％と上昇しており，いくらかの改善は見ら
れる。しかし，計画の実施・実現には非常に多くの課題が残る。
○IWRM のアプローチが MDGs の達成と気候変動への適応を支援するものであるのであれ
ば，目標年（２０１５年）を考慮に入れたペースで行われるべきである。
なお，上記調査について我が国からは統合水資源管理の計画として，水資源開発促進法に基
づく水資源開発基本計画を作成しているという回答を行っている。

＊GWP：世界の

IWRM の普及をリードするために１９９６年に設立された機関
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統合水資源管理の「統合」について【コラム】

統合水資源管理の「統合」とは，次の①〜③を意味している。
Evaporation
from land
74,200 ㎦

①自然界を統合的に考慮する

Snow and ice
23.8 million ㎦

Precipitation
over land
119,000 ㎦

Precipitation
over sea
458,000 ㎦

水資源と土地資源，水量と水質，表流
水と地下水など，自然界での水循環にお
Evaporation
from sea
502,800 ㎦

ける水のあらゆる形態・段階を統合的に
考慮する

Lakes and rivers
900,900 ㎦

Runoﬀ from
qroundwater
2,200 ㎦

Oceans
1,350 million ㎦

Runoﬀ
from land
42,600 ㎦

Groundwater
10.4 million ㎦

統合

②従来別々に管理されていた水に関連す
る様々な部門を統合的に考慮する
（河川（治水）
，上下水道，農業用水，
工業用水，環境のための水，等）

生命の
ための
水

食料の
ための
水

環境の
ための
水

その他
の水

③様々な利害関係者の関与を図る
中央政府，地方政府，民間セクター，

中央政府

NGO，住民などあらゆるレベルの利害

地方政府

関係者を含む参加型アプローチ（ジェン

民間セクター

学会・研究機関
NGO，市民団体

ダーの視点は特に重要）

住民
（女性，子どもを含む）

（注）日本水フォーラムホームページ
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（２）気候変動がもたらす地球規模の水のリスク
ア

水に対する影響の予測

IPCC 第４次評価報告書は，世界平均気温の上昇がもたらす，地球規模で見た水への影響と
して，以下を予測している。
・数億人が水不足の深刻化に直面する可能性が高い
１８〜０．
５９m 上昇と予測される
・２１世紀末までに海面水位は０．
・極端な大雨の頻度は引き続き増加する可能性が高い
・熱帯低気圧の強度が上昇する可能性が高い
・極端な気象現象の強度と頻度の変化および海面水位上昇は，自然システムおよび人間シス
テムに悪影響を及ぼすと予測される
・アジアでは，淡水利用可能性は２０５０年までに中央・南・東・東南アジア，特に大規模河川
の流域で減少すると予測される
・沿岸域，特に人口が集中する南・東・東南アジアのメガデルタ地帯において，海からの，
あるいは川からの浸水リスクが高まる。
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・実線は，各シナリオにおける複数モデルによる
地球平均地上気温の昇温を示す。
・陰影部は，個々のモデルの年平均値の標準偏差
の範囲。
・右側の灰色の帯は，各シナリオにおける最良の
推定値及び可能性が高い予測幅。

（注）IPCC第４次評価報告書第１作業部会報告書政策決定者向け要約（気象庁）

図Ⅱ−１−６ 世界の平均地上気温上昇量

イ

水を通じて現れる気候変動に伴う様々な影響

IPCC 第４次評価報告書は，気温の上昇は，生態系，食料，健康など，経済・社会活動に
様々な悪影響を与える可能性を指摘した（図Ⅱ−１−７）
。
こうした気候変動に伴うあらゆる悪影響は，水温の上昇，降雪・降雨量の変化など水を通じ
て現れる。IPCC 第４次評価報告書が「Water impacts are key for all sectors and regions」と
示す通り，水は地球温暖化の影響を最も顕著に受ける分野横断的かつ地域横断的な課題であ
る。
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水
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最大30％の種で絶滅
リスクの増加
サンゴの白化の増加
生態系

ほとんどのサンゴが白化

地球規模での
重大な絶滅
広範囲に及ぶサンゴの死滅

生態系への影響による陸域生物圏の正味炭素放出源化が進行
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〜 40％の生態系影響
種の分布範囲の変化と森林火災リスクの増加
海洋の深層循環が弱まることによる生態系の変化
小規模農家，自給的農業者・漁業者への複合的で局所的なマイナス影響

食糧
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穀物生産性の低下

低緯度地域における
全ての穀物生産性の低下

中高緯度地域における
いくつかの穀物生産性の向上

いくつかの地域で
穀物生産性の低下

洪水と暴風雨による損害の増加
世界の沿岸湿地の
約 30％の消失

沿岸域

毎年の洪水被害人口が追加的に数百万人増加
栄養失調，下痢，呼吸器疾患，感染症による社会的負荷の増加
熱波，洪水，干ばつによる罹（り）病率と死亡率の増加

健康

いくつかの感染症媒介生物の分布変化
医療サービスへの重大な負荷
0

1

2

3

4

5℃

1980-1999年に対する世界年平均気温の変化（℃）

（注）IPCC 第４次評価報告書政策決定者向け要約仮訳（文部科学省・経済産業省・気象庁・環境省作成）

図Ⅱ−１−７ 気温の上昇に伴って増加する影響

ウ

食料危機と水

我が国の食料自給率は世界の先進国の中で最も低く，世界最大の食料輸入国である。食料生
産に水は欠かせず，言い換えれば，食料を介して国外に水を依存しているということであり，
我が国は間接的に大量の水を輸入している「水輸入国」である（図Ⅱ−１−８）
。
前述の通り，気候変動に起因して地球規模の水への影響が予測されている。さらに，近年の
都市化に伴う水需要の増大や世界人口の増加など様々な要因も加わり，将来の食料危機が懸念
されている。多くの食料を輸入に依存している我が国も水問題への対応は重要な課題であり，
水問題について国際的な支援が期待されている観点からも，取り組みを強化する必要がある。
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総輸入量：640億㎥/年

日本国内の年間灌漑用水使用量：570億㎥/年

（出所）日本の単位収入，2000年度に対する食糧需給表の統計値
（注）東京大学生産技術研究所の沖大幹教授らが試算した結果より

図Ⅱ−１−８ 日本の仮想投入水総輸入量

２

水問題解決に向けた国際的取り組み

（１）国連「水と衛生に関する諮問委員会」
ア

設立経緯と「橋本行動計画」

国連「水と衛生に関する諮問委員会」（以下「諮問委員会」と記す。
）は，２００４年（平成１６年）
３月２２日の「世界水の日」に，アナン国連事務総長（当時）が，世界中の貧困を根絶し持続可
能な開発を達成するうえで中心的な存在となる水の問題＊について，グローバルな対応を強化
することを目的として設立を発表した，事務総長の諮問機関である。初代議長は，橋本龍太郎
元内閣総理大臣，現議長は，オランダのウィレム・アレキサンダー皇太子殿下であり，２００７年
１１月に我が国の皇太子殿下が名誉総裁に就任している。

諮問委員会は２００６年（平成１６年）３月までに５回にわたる集中的な議論を行い，「諮問委員
会行動計画（Compendium of Actions）
」を取り纏めた（その後，同年７月に「橋本行動計画」
と改名）
。
「橋本行動計画」は，６つの主要分野「資金調達」
，「水事業体パートナーシップ」
，「衛生」
，
「モニタリング」
，「統合水資源管理」
，「水と災害」を決め，諮問委員会がなすべき事（Our Action）
，国際社会がなすべき事（Your Action）等について提言を行っている。
＊：アナン事務総長（当時）は，２００２年（平成１４年）の「持続可能な開発に関する世界首脳会議（ヨハネスブルグ・サミット）
」に
先立ち，５つの分野（Water（水），Energy（エネルギー），Health（健康）
，Agriculture（農業），Biodiversity（生物多様性））
を重視し，各々の頭文字を取って，
「WEHAB」（ウエハブ）を提唱したが，その中でも水を第一に挙げていた。

−５１−

「橋本行動計画」の概要は次の通りであるが，特筆すべき点は，水を巡る問題として「水と
災害」にも焦点をあてたことである。

表Ⅱ−２−１ 「橋本行動計画」の概要
「橋本行動計画」の概要
国連「水と衛生に関する諮問委員会」
（議長：橋本元総理）は，第４回世界水フォーラム（２００５年３月，メキシコ）におい
て，水と衛生問題解決に向けた「行動計画（Your Action，Our Action）」を発表。同行動計画は以下の通り，６分野で各国
政府，国際機関，諮問委員会等が取るべき行動を提言した。
１．水事業体パートナーシップ：国連水関連機関調整委員会は，水事業体パートナーシップに対する国連関係機関からの支
援を要請する。諮問委員会は行動プログラムを作り，その実現のため公共機関と国際社会に呼びかける。
２．資金調達：地域機関は，ガバナンスと透明性を確保するためのプログラムを設定すべき。地域金融機関と世銀は，地方
の事業体及び地方資金市場を開発するプログラムを設定する。また，援助機関は，これらの分野に資金を提供する。
３．衛生：２００８年（平成２０年）を「国際衛生年」とする。同年に国連地域事務所が各地域でハイレベルな会議を開催する。
国連開発の１０年の総括として，進捗状況を確認するために国連が「国際衛生会議」を開催する。諮問委員会は援助機関や
関係機関，政府と共に衛生の優先度の向上を目指す。
４．モニタリング：国連事務総長は，国連機関の幹部と共同して，ジョイント・モニタリング・プログラムにふさわしい予
算や人員の配分についての優先度を高め，統合水資源管理の目標に関して，２００８（H２０）年の国連持続可能な開発委員会
に進捗状況を報告するよう各国に求める。各国政府水と衛生へアクセスできる人数を毎年計測・報告するよう求める。
OECD は資金調達などの目標を踏まえ向上させる。諮問委員会は財政機関等に働きかける。
５．統合水資源管理：国連事務総長は国連加盟国に進捗状況を調査し，２００８（H２０）年の国連持続可能な開発委員会第１６会
期（CSD１６）に報告するよう要請するよう求める。国連経済社会局にデータベースの構築を求める。
６．水と災害：国際社会が，世界的に統一された政治的な意思に基づき，水の災害に起因する生命・生活の損失削減に向け
た世界行動の指針を表明した明確な目標を設定する必要がある。国と地方の政府は，災害発生中あるいは発生後の安全な
飲料水と衛生の即時の提供を確保すべき。諮問委員会はそのような努力を支持し，国際社会による共通の目標の実現に向
けて関係者と協力する。

イ

「橋本行動計画」の実現に向けた諮問委員会の行動と日本の貢献

①

事業体パートナーシップの実現（「橋本行動計画」１）

世界の水供給の９０％超は公共の水事業体が行っているため，公共事業体が自助努力で水道事
業を健全化することが必要である。水事業体パートナーシップとは，「より良い水事業体がう
まくいっていない水事業体を助ける」という助け合いの仕組み（Water Operators Partnerships；以下「WOPs」と記す。
）である。諮問委員会は，関係機関に呼びかけて，WOPs を世
界的に展開することを支援している。現在，Global-WOPs（事務局：ナイロビ）が組織され，
地域ごとに Africa-WOPs，Asia-WOPs，America-WOPs 等が創設されている。アジア地域の
WOPs の活動には，日本政府がアジア開発銀行（ADB）に拠出している基金の活用などを通
じて，我が国は貢献している。

②

資金調達（「橋本行動計画」２）

水事業のためには，財政的持続性が確保されることも重要である。諮問委員会は，地方レベ
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ルの水事業に対する資金調達を促進するため，世界銀行，地域開発銀行，政府機関に対し，地
方レベルでの必要なシステムの構築と維持を保証する，適切な資金調達の仕組みの構築を呼び
かけている。
我が国は，国際協力銀行（Japan Bank For International Cooperation。以下「JBIC」と記
す。
）の資金援助プロジェクトに水事業体に対するガバナンスの向上を含めたり，日米水協力
のスキームの下，JBIC の ODA 資金と USAID（アメリカ合衆国国際開発庁。United

States

Agency for International Development）の保証によって地元銀行に上下水道基金を設置し，
民間資金を水と衛生分野のプロジェクトに導入しやすくなる仕組みを構築したりする等の取り
組みを行っている。

③

国際衛生年の実現（「橋本行動計画」３）

「橋本行動計画」の提案通り，２００６年（平成１８年）１２月の国連総会において，２００８年（平成
２０年）を「国際衛生年」とする決議が採択された。日本は「２００８年国際衛生年」決議案を提出
し，各国に対して採択を呼びかけるなど主導的な役割を果たした。
我が国は，「国際衛生年」である２００８年，５月に「水と衛生に関する諮問委員会」第１０回会
合の開催をホストしたり，９月には世界の水・衛生問題への我が国の貢献のあり方を検討する
ため「国際衛生年記念下水道シンポジウム」を開催するなどの取り組みを行っている。

④

統合水資源管理の推進（IWRM）（
「橋本行動計画」５）

諮問委員会が「橋本行動計画」で要請した通り，国連事務総長は国連加盟国に IWRM 策定
に係る進捗状況を調査し，２００８年（平成２０年）の CSD―１６で報告した（「本編

１．
（１）イ」

の通り）
。
我が国は，UNESCO が各国の IWRM 計画を促進することを目的に作成予定の「流域単位の
統合水資源管理ガイドライン（仮称）
」づくりを支援することとしている。

⑤

「水と災害」の国際目標設定に向けた取り組みの実現（「橋本行動計画」６）

諮問委員会は，水関連災害に関する国際社会による共通の目標の提唱と実現に向けた活動を
行う「水と災害に関するハイレベル専門家パネル」を設立した。
＊
が参画す
我が国は，このパネルに「水災害リスクマネジメント国際センター（ICHARM）
」

るなど，その活動を積極的に支援し，基準・技術経験・伝統的知識・地域活動の情報を提供す
るとともに，水災害の軽減に向けた政治的な意志の形成を図っている。

＊ICHARM：ユネスコの後援を受けて設置された国際センター。世界の水関連災害の防止・軽減を目的として，２００６年３月に（独）

土木研究所内に設置。
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ウ

第１０回会合の東京開催と「日本との対話」

現在，諮問委員会は，「橋本行動計画」を実行に移すべく，世界の各地域との対話を進めて
いる。
２００６年（平成１８年）１１月には，アフリカのチュニジアにおいて「アフリカ地域対話」を，２００７
年（平成１９年）５月には，中国の上海において「アジア地域対話」を，同年１１月にはコロンビ
アのボゴタにおいて「中南米地域対話」を，そして今回，２００８年（平成２０年）５月に「日本と
の対話」を行った。
「日本との対話」では，諮問委員会と日本政府４省（外務省，環境省，厚生労働省，国土交
通省）の代表者及び独立行政法人国際協力機構（Japan International Cooperation Agency。
以下「JICA」と記す。
）
，JBIC との間で「橋本行動計画」の実現に対する日本側の取り組みに
ついて意見交換が行われた。
諮問委員会は，日本が「橋本行動計画」
の実現に向けて真摯に取り組んでいることに対して，
感謝と歓迎を示した。また，日本政府が，第４回アフリカ開発会議（TICADⅣ）及び北海道
洞爺湖サミットなどにおいて，アフリカ問題への対処をはじめ，水と衛生問題でリーダーシッ
プを発揮していくことに対する期待を表明した。

写真Ⅱ−２−１ 国連「水と衛生に関する諮問委員会」 日本との対話
（２００８（平成２０）年５月）

（２）第６回アジア・太平洋インフラ担当大臣会合
アジア・太平洋インフラ担当大臣会合は，同地域のインフラ担当大臣が一堂に会し，インフ
ラ整備のあり方についてトップレベルで意見交換を行う会合である。平成７年に日本（当時の
建設省）が提唱し，第１回は大阪で開催された。第６回目の会合は２００７年（平成１９年）８月２９
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日に中国の北京において，１０ヶ国が参加して開催された。
今回の会合は，「持続可能な水利用」などをテーマとして，各国での課題や取り組みを発表
し，意見交換を実施した。
会合の成果として発せられた「大臣声明」では，持続可能な水利用について，第一の基本的
理念として「各国政府は，人類の水の安全性を保護し，水の持続可能な利用を促進する根本的
な責任を負うべきことを認識し，統合水資源管理（IWRM）を推進すべく努力する。同時に，
地方政府が，各々の行政レベルにおいて，その管轄下における水管理を強化することを奨励す
る。
」とされており，IWRM の重要性が謳われた。
そして，アジア・太平洋地域の特性として，
・洪水など水関連災害は IWRM の重要な要素であること
・気候変動の適応策を強化すること
が，大臣級の声明の中で初めて強く認識され，同年１２月に大分で開催された「第１回アジア・
太平洋水サミット」へとつながっていった。

（３）第４回アフリカ開発会議（TICADⅣ）
「アフリカ開発会議（Tokyo International Conference on African Development；以下「TICAD」と記す。
）
」は，日本が主導して国連，UNDP，世界銀行と共催する，国際社会がアフ
リカ諸国とアフリカ開発において考える国際的な会議である。本年横浜にて開催された TICADⅣにおいては，アフリカ諸国からの参加に加え，３４ヶ国の先進国及びアジア諸国，７７の
国際機関及び地域機関並びに民間セクターや市民社会の代表も参加した。
初日の福田総理大臣演説では，新たな援助として，水に関する専門家集団を「水の防衛隊
（W-SAT：The Water Security Action Team）
」として組織し，新しい技術支援部隊として
アフリカ各地に送ることが発表された。
また，２日目の５月２９日には４つの分科会が開催され，分科会 D では「環境・気候変動問
題への対処」に係る議論が行われた。中山泰秀外務大臣政務官より，我が国が古来より水を大
切に有効利用してきたこと，「循環型水資源管理」の理念を打ち出し，それを実現するための
我が国の経験と技術等をアフリカ各国と共有しようと考えていることなどを発言した。
そして，分科会 D より我が国が引き続き北海道洞爺湖サミットにおいても「水と衛生」問
題を取り上げるよう提案していることを歓迎するとの意見が表明され，水に対する持続的な対
応の必要性が示された。
最終日には，横浜宣言として，「成長の加速化」
，「MDGs 達成」
，「平和の定着とグッドガバ
ナンス」
，「環境・気候変動問題への対処」
，「パートナーシップの拡大」等の分野について，ア
フリカ開発のために国際社会の取り組みを強化していく方針が示された（表Ⅱ−２−２）
。さ
らに，今後５年間で TICAD プロセスが具体的にどのようにアフリカの成長と発展を支援して

−５５−

いくべきかを示したロードマップとして「横浜行動計画」が発出され，「水と衛生」について
も具体的な目標が示された（表Ⅱ−２−３）
。

表Ⅱ−２−２ 横浜宣言「水及び衛生へのアクセスの確保」抜粋
横浜宣言の「水及び衛生へのアクセスの確保」
参加者は，保健，農業・食料生産，災害リスクの軽減及び平和と安全といった開発ニーズに対応するために欠かせない資源
としての水の重要性を確認した。また，参加者は，水資源の持続可能な利用を促進することが不可欠であることを確認した。

表Ⅱ−２−３ 横浜行動計画「水と衛生」抜粋
横浜行動計画の「水と衛生」
（１）有効な水資源管理
潜在的な水資源や地域特有の条件及び計画実施のための行政能力の改善についての評価に基づき，循環型水資源管理計画の
策定を支援する。
各地域特有の状況を考慮に入れつつ，水資源管理に関する技術と知見の移転を促進する。
（２）安全な水及び衛生施設へのアクセス
適正な価格の技術を用いた給水・衛生施設の整備を促進する。
水・衛生システムの管理者及び利用者の能力構築を支援し，手洗いの励行等衛生的生活習慣改善のための啓蒙キャンペーン
を促進する。

（注）外務省ホームページ

写真Ⅱ−２−２ 「TICADⅣ」のようす
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（４）アフリカ連合水・衛生首脳会合
２００８年（平成２０年）６月に「アフリカ連合水・衛生首脳会合」が開催された。本首脳会合は，
国連「水と衛生に関する諮問委員会」が，アフリカ指導者の水への関心，指導力が，MDGs
達成の鍵であるとして，その開催を提言したものである。
本首脳会合では，水と衛生は，アフリカの社会・経済発展及び環境向上のために重要な課題
であることが認識され，水と衛生を含む MDGs 達成に向けた対応を加速することを確認する
合意文書が発出された。
我が国は，TICAD Ⅳで，アフリカの開発に向けて支援をしていくことを表明している（本
編２．
（３）
）
。政府間援助や新たに創設される「水の防衛隊（W-SAT）」などにより，アフリカ
の水と衛生分野に対しても貢献を行うことが期待されている。

（５）G８北海道洞爺湖サミット
２００８年（平成２０年）７月７日から９日にかけて北海道洞爺湖で行われた G８サミットでは，
世界経済，環境問題，開発とアフリカなどについて，話し合いが行われた。
水問題についても焦点があてられ，「水と衛生」に関する MDGs 達成を加速化する必要性を
認識し，「水の良い統治（グッド・ガバナンス）
」を促進するため，「循環型水資源管理」が提
唱された。また，気候変動に伴う洪水，干ばつ，海面上昇などの災害の被害を軽減する「適応
策」の取り組みを強化することが確認された。
G８サミットで水問題が取り上げられたのは２００３年エビアンサミット以来２回目である。水
問題に対する国際的な関心が高まり，世界的な行動が加速することが期待される。

３

第１回アジア・太平洋水サミット（世界で初めての水に関する首脳級会合の概要）

（１）アジア・太平洋水フォーラムとアジア・太平洋水サミット
「アジア・太平洋水サミット（Asia-Pacific Water Summit；以下「APWS」と記す。
）
」は，
アジア・太平洋水フォーラム（Asia-Pacific Water Forum；以下「APWF」と記す。
）の重要
な活動の一つであり，その目的は，水関連政策を統括する立場にある各国政府首脳級及び国際
機関代表等を含めたハイレベルが，水に関して幅広い意見交換を行い，水問題の重要性を認識
し，相互に協力して取り組むことにより，世界の水問題の解決やアジア地域における MDGs
などの達成を図ることである。

この，世界で初めての水に関する首脳級会合である第１回 APWS は，２００７年（平成１９年）
１２月３日及び４日に，APWF 及び「第１回 APWS」運営委員会の主催（会長は森喜朗元内閣
総理大臣）で，大分県別府市で開催された（図Ⅱ−３−１）
。
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図Ⅱ−３−１ 第１回 APWS 組織体制
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アジア・太平洋水フォーラム

図Ⅱ−３−２ APWF の設立と APWS の開催に至る経緯

（２）第１回アジア・太平洋水サミットの開催
第１回 APWS は，水問題をテーマとし首脳級が議論する初めての国際会議であり，５６の
国・地域（うち，アジア・太平洋地域からは４０の国・地域）から，福田首相を含む１０名の首脳
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級が参加し，「水の安全保障：リーダーシップと責任」という全体テーマのもと，「水のインフ
ラと人材育成」
，「水関連災害管理」
，「発展と生態系のための水」
の３つの優先テーマを中心に，
合計１０のトピックセッションで熱心な議論が行われた。
参加各国からは，ヒマラヤ地域の氷河の大規模な後退による氷河湖決壊や鉄砲水等の被害，
島嶼国や低地帯における海水面の上昇やそれによる水資源やその管理の危機等について報告が
寄せられ，アジア・太平洋諸国が協力して水問題に取り組んでいくことの重要性が確認され
た。

写真Ⅱ−３−１ 「水のインフラと人材育成」におけるパネルディスカッション

１２月４日の閉会式では，２日間に渡る議論をとりまとめた「議長総括」とともに，この地域
の水問題の解決に向けて各国政府の努力を促す「別府からのメッセージ」（表Ⅱ−３−１）が
発表された。
「別府からのメッセージ」では，水サミット参加者が，水の問題の重要性を改めて認識した
上で，アジア・太平洋地域各国政府への提言として，
○水と衛生をアジア・太平洋地域の各国の経済・開発，政治課題における最優先課題とし支
援を拡充すること
○北海道洞爺湖サミットに向けての具体的な目標として，
・国連ミレニアム開発目標の１つの水と衛生に関する目標を達成できるよう支援を行うこ
と
・開発途上国による気候変動への適応を支援するため直ちに行動を起こすことを設定する
こと
などについて共通の見解に達した旨が記された。
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表Ⅱ−３−１ 別府からのメッセージ（仮訳）
我々アジア・太平洋地域のリーダーは，各国のあらゆる分野を代表し，温かいもてなしのもと，日本国大分県の美しい都
市，別府において開催された記念すべき第１回アジア・太平洋水サミットに結集し，次のような合意に達した。
■人々が安全な飲料水と基本的衛生設備を入手することは，基本的人権であり，人間の安全保障の基本であることを確認す
る。
■この地域において安全な飲料水を利用できない人々の数を，２０１５年までに半減し，２０２５年までにゼロを目指す。
■現在ほど水を必要としない新しい，革新的な衛生システムを採用し，基本的衛生設備の利用できない人々の数を，２０１５年
までに半減し，２０２５年までにゼロを目指す。
■水と衛生を各国の経済・開発計画や政治課題における最優先課題とし，水と衛生分野への資金配分を大幅に拡充する。
■特に貧困層に大きな影響を及ぼすゆえに，水管理に関するすべての面で，ガバナンス，効率性，透明性，公平性を向上さ
せる。女性は社会的弱者である一方，粘り強い活力を有し，進取的である。従って，すべての水関連活動において，女性
の能力を向上させなければならない。
■洪水，干ばつ，その他水関連災害の発生を防止，削減し，犠牲者を適時に救援，支援できるように，早急に効果的な行動
をとる。
■気候変動の影響を受けやすい島嶼国における，生命・財産を守る取り組みを早急に支援する。
■ヒマラヤ山脈地域における冠雪・氷河の融解や，海面上昇等，地域の一部の国ではすでに気候変動の影響が現れている。
水と気候変動の関係を議題に組み入れるよう，バリ会議に提言する。
■２００８年に開催される G８北海道洞爺湖サミットに向けて，具体的な目標を設定する。
・発展途上国が MDGs の水と衛生に関する目標を達成できるよう，支援を行う。
・発展途上国による，気候変動への適応を支援するために，直ちに行動を起こす。
■各国は，閣内にあるハイレベルの調整システムの権限を拡大する。可能な国では水担当大臣を任命し，水と衛生に関する
すべての問題を統合的に扱う。
■都市の水路網を修復し，及び農村地域の環境の健全性を保全するなど，この地域の水に育まれた社会の豊かな歴史を尊重
する。
■水の安全が保障されたアジア・太平洋地域という地域全体のビジョンを達成するために，志を一つにするすべての団体，
個人が力を合わせて取組む。
我々は，アジア・太平洋水フォーラムの仲間が作成したポリシーブリーフを支持する。
我々は，この提言の実施に向け，各国政府の努力を促す。
我々には，このビジョンを実現する意志と勇気がある。
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４

世界の水問題解決に向けた我が国の行動

福田総理は，今年１月のダボス会議における特別講演で，北海道洞爺湖サミットにおける重
要課題として，「保健・水・教育」に焦点を当てることを表明した。また，今年２月（平成２０
年）には，高村外相が「貴重な水の有効利用のために〜安全な水と衛生施設へのアクセス拡大
に向けて〜」と題する政策演説を行った。第１回 APWS 以降我が国は，ハイレベルで世界の
水問題を重要な課題であるとして認識を強めている。
日本はエネルギーや天然資源のみならず，食料などを通して膨大な水を世界に依存してい
る。
世界の水を大量に使用している日本が，世界の水問題の解決に貢献することは国際社会の一
員としての責務であり，また，「日本の安全保障」にとっても必要である。これを国民の共通
認識として，世界の水問題解決のための国際貢献に向かっていくことが求められる。
そのためには，「循環型の水資源管理を通じた，水資源の持続的利用の追求」
，「我が国が有
する水分野における高い技術と知見の共有と活用」
，「国と地方との連携や官民連携など国内的
にも国際的にも全員参加型の協力の推進」
，「新たなリスクである気候変動への対応の強化」が
必要とされている。

（１）循環型の水資源管理を通じた統合水資源管理（IWRM）の支援
２１世紀の世界の水危機においては，限られた水資源を流域関係者が分かち合い，水を有効に
使用していくことが重要である。
水は自然界を循環する資源であり，「循環型管理」を通じて，その持続的利用を追求するこ
とが重要である。分野横断的で統合的，かつ各地域の実情に応じた，良い水資源管理の手法を
国際的に広めて行く必要がある。
UNESCO は，各国の統合水資源管理（IWRM）計画の作成を促進するため，「流域単位の水
資源管理ガイドライン（仮称）
」を作成し，２００９年３月の第５回世界水フォーラムで発表する
こととしている。国土交通省はこの UNESCO の取り組みを支援するとともに，ガイドライン
作成後も，アジア河川流域機関ネットワーク（Network of Asian River Basin Organizations；
＊
と記す。
）等を通じ，このガイドラインが実務的に使用され，世界の開発途
以下「NARBO」

上国で IWRM が促進することを支援することとしている。

＊NARBO：アジアモンスーン地域における統合水資源管理の推進を図るため，現場で水資源施設を管理する河川流域機関（RBO）

の知識と能力向上を目的とするネットワーク。２００４年２月，インドネシアにて設立。現在，アジアモンスーン地域の１５ヶ
国６５機関が参加。
（独）水資源機構，アジア開発銀行等が事務局。
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図Ⅱ−４−１ 流域を循環する水資源

（２）我が国が有する水分野における高い技術と知見の共有と活用
我が国は，水分野において高い技術と知見を有し，水を有効に活用している。
我が国の有する伝統，負の面も含めた経験，高い技術，結集された知見，これらを今後さら
に開発途上国も含めた世界の人々と，地域の風土や特性にも十分に留意しながら共有・活用し
ていくことが重要である。
そのため，水資源に関する国外のニーズ，国内の優れた技術，経験，或いは人材等の情報に
ついて，政府や地方公共団体，産業界や学界などといったいわゆる産官学で共有することを目
的に，「情報共有ネットワーク」の構築が必要である（図Ⅱ−４−２）。
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図Ⅱ−４−２ 情報共有ネットワーク（イメージ）
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（３）国と地方との連携や官民連携など国内的にも国際的にも全員参加型の協力の推進
水は，多くの人，組織が関わるため，「全員参加型の協力」がまさに必要とされる分野であ
る。世界の水問題の解決には，国際機関や各国政府の対応だけでは十分ではなく，地域住民に
身近な地方公共団体の果たす役割も大きい。
＊
世界水会議（World Water Council；以下「WWC」
と記す。
）は，１９９７年より３年ごとに世

界各地で「世界水フォーラム」を開催しており，同フォーラムは，政府，国際機関の枠を越え
て国際社会全体として水問題に取り組もうとする，一つの大きな象徴的な取り組みである。
来年（２００９年）３月には，イスタンブールで「第５回世界水フォーラム」が開催される予定
であり，我が国も積極的に参加し，水問題の解決に向けた具体的な行動をリードしていくこと
としている。

写真Ⅱ−４−１ 第５回世界水フォーラム事前調整会議 第２回会合
（国際機関，政府機関，NPO 等が，行動に向けた議論に参加している）
（２００８年２月，イスタンブールにて）

そして，水を使用する一人一人が水問題に対する関心を高め，行動に移すためには，草の根
レベルの活動や，国内外のネットワークづくりを行っている市民や NPO と連携し，迫り来る
水危機，健全な水循環の必要性，水を大切にする気持ち，国際貢献の重要性を的確に広報して
いく体制が必要である。
この市民や NPO 活動の重要性を認識し，NPO を水の国際貢献の有力なパートナーと位置
づけ，多くの国民が国際貢献へ参加することを支援していくことも必要である。
＊WWC：１９９６年に，地球規模で水問題に対処することを目的として設置されたシンクタンク。３年に１度開催される
「世界水フォー

ラム」の主催機関。
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（４）新たなリスクである気候変動への対応の強化
ア

緩和策と適応策は両輪−双方に貢献できる，水問題の解決−

IPCC 第４次評価報告書は，気候変動の影響を軽減するためには，温室効果ガスの排出を削
減する「緩和策」と，温暖化により発生する悪影響を軽減する「適応策」の双方が必要である
ことを強調している。
気候変動に伴う悪影響は，地域的・社会的な弱者に大きな影響を与える。我が国は「緩和策」
で世界をリードしているが，「適応策」についても世界の水問題の解決を通じてリードしてい
くことが大切である。

イ

緩和策への貢献

今年度より京都議定書の第１約束期間（平成２０〜２４年度）が始まった。ただちに国全体とし
て総力をあげて取り組む必要がある。
平成１７年２月に京都議定書が発効したことを受け，温室効果ガスの６％（基準年（１９９０年度）
に対し）削減を確実に達成するために必要な措置を定めるものとして，平成１７年４月に地球温
暖化対策推進法に基づく京都議定書目標達成計画が策定され，平成２０年３月全部改定された。
この中の緩和策のうち水資源に関連するものとしては，以下の通り。

表Ⅱ−４−１ 「京都議定書目標達成計画」
（水資源部分抜粋）
・エネルギー起源二酸化炭素削減対策
ⅰ）緑化等ヒートアイランド対策による熱環境改善を通じた都市の低炭素化
ヒートアイランド現象に関する観測・調査・研究で得られた知見を活用し，総合的にヒートアイランド関連施策を実施
することにより，熱環境改善を通じた都市の低炭素化を推進する。このため，エネルギー消費機器等の高効率化の促進や
未利用エネルギー等の利用促進により，空調機器や自動車等から排出される人工排熱の低減を図る。加えて，冷暖房温度
の適正化等ヒートアイランド現象の緩和につながる都市のライフスタイル・ワークスタイルの改善を図る。
また，地表面被覆の人工化による蒸発散作用の減少や地表面の高温化の防止・改善等の観点から，都市公園の整備等に
よる緑地の確保，公共空間・官公庁等施設の緑化，緑化地域制度の活用等による建築物敷地内の緑化，湧水や下水再生水
等の活用，路面温度上昇抑制機能を有する舗装材の活用，保水性建材・高反射率塗装等の技術の一体的導入，民有緑地や
農地の保全等，地域全体の地表面被覆の改善を図る。
さらに，冷気の発生源となる緑の拠点の形成・活用や，緑地・水面等の風の通り道の確保等の観点から，都市に残され
た緑地の保全，屋上・壁面緑化等の施設緑化，都市公園の整備，公園，道路，河川・砂防，港湾，下水道等の事業間連携
等による水と緑のネットワーク形成等の推進，環境負荷の小さな都市の構築の推進により，都市形態の改善を図る。
ⅱ）上下水道における取り組み
上水道においては，省エネ・高効率機器の導入，ポンプのインバータ制御化等の省エネルギー対策や，小水力発電，太
陽光発電等の再生可能エネルギー対策を実施する。
下水道においては，設備の運転改善，反応槽の散気装置や汚泥脱水機における効率の良い機器の導入等の省エネルギー
対策や，下水汚泥由来の固形燃料，消化ガスの発電等への活用，下水及び下水処理水の有する熱（下水熱）の有効利用等
の新エネルギー対策を実施する。
・メタン・一酸化二窒素削減対策
ⅰ）下水汚泥焼却施設における燃焼の高度化
下水汚泥の焼却施設における燃焼の高度化により，焼却に伴う一酸化二窒素の排出を削減する。このため，下水処理場
における下水汚泥の燃焼の高度化について基準化し，実施の徹底を図る。また，産業廃棄物処理業者による自主行動計画
を進める。
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①

ヒートアイランド対策による緩和策

ヒートアイランド対策としては，水面を拡大し蒸発潜熱により気温低減させることなどが考
えられる。例えば，各地域においてせせらぎ水路の整備や打ち水などの取り組みがなされてい
るほか，横浜市菊名ウォータープラザでは，NEDO 等と共同し，光触媒冷却システム（光触
媒コーティングガラスからなるカーテンウォールに散水）による実証実験を平成１８年以降実施
し，プラザ内の室温は約２℃低下，冷房空調負荷は約２０％低減されるという結果を得た。

②

水道事業による緩和策

水道事業に係る取り組みとしては，エネルギーの消費抑制（省エネルギー型・高効率型等の
機械設備の導入，ポンプのインバータ制御による最適運転，効率的な水運用）
，エネルギーの
有効利用（小水力発電（水頭差や余剰水圧を利用）
）
，新エネルギーの活用（風力発電の導入，
太陽光発電の導入）等が行われている。

太陽光発電（朝霧浄水場）
（注）東京都ホームページ

図Ⅱ−４−３ 水道事業における取り組み（太陽光発電，小水力発電）

③

下水道事業による緩和策

下水道事業に係る取り組みとしては，新エネルギー対策として，東京都では，電力会社と連
携し，炭化した下水汚泥を石炭代替燃料として火力発電所で発電に利用する取り組みが行われ
ている（図Ⅱ−４−４）
。
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汚泥

（炭化汚泥）
バーナー

下水処理場

電力会社
固形

脱水

電力

燃料
炭化

一般家庭へ
供給

発電

（注）国土交通省作成

図Ⅱ−４−４ 下水汚泥の炭化（汚泥燃料の製造は我が国独自の取り組み）

また，下水道バイオガスについて，例えば，長岡市では，ガス会社と連携し都市ガスの原料
として，神戸市では，天然ガス自動車の原料として供給する取り組みが行われている（図Ⅱ−
４−５）
。
下水処理場
電力

ガス バイオ
精製 ガス
消化

場内等で
利用

ガスエンジン

（注）国土交通省作成

図Ⅱ−４−５ 消化ガス発電（処理場の消費電力を削減）

このような取り組みなど，下水道分野における温暖化対策を推進するため，平成２０年６月，
「下水道における地球温暖化防止対策検討委員会」を設置し，京都議定書約束期間終了後も含
めた取り組みの方向性を議論している。

エネルギー政策においては，電源構成について，電源多様化の観点から，原子力，火力，水
力（一般及び揚水）等についてバランスの取れた開発を計画している。特に地球温暖化対策の
観点から，発電過程で CO２を排出しないクリーンで純国産の再生可能エネルギーである水力
発電の着実な開発・導入を進めることとしている（図Ⅱ−４−６）
。
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（注）
「平成２０年度電力供給計画の概要」
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図Ⅱ−４−６ 発電電力量構成の推移

ウ

適応策の中心的課題−総合的水資源マネジメント等を通じた国際貢献へ−

既述の通り，IPCC 第４次評価報告書が「Water impacts are key for all sectors and regions」
としているように，水は分野横断的な課題である。
IPCC 第４次評価報告書において，気候変動に対する脆弱性を低減させるための具体的な適
応策が水・農業・インフラ・人間の健康などの分野毎に例示され，水部門は適応策の事例とし
て最初にあげられている（表Ⅱ−４−６）
。
表Ⅱ−４−６ 選ばれた部門別の適応策の事例
部門 適応オプション／戦略

水

基礎となる政策枠組

主要な制約要素と実施機会（通常の文
字＝制約要素，斜体＝機会）

雨水の取水拡大，貯水及び保全技法，水 国内水資源政策及び，水資源統合管理， 資金，人材，物理的障壁，統合水資源管
理，他の部門とのシナジー
の再利用，淡水化，水の利用と灌漑の効 水関連災害の管理
率

（注）「IPCC 第４次評価報告書統合報告書」平成１９年１１月３０日付文部科学省・経済産業省・気象庁・環境省仮訳より

水分野における気候変動への適応策を強化することが，首脳や閣僚などハイレベルで認識さ
れている課題となっている（本編２及び３）
。
このような中，EU 等では，水資源政策の中に気候変動の適応策を反映する検討が進んでい
る。我が国としても気候変動により生じるリスクを考慮した「総合的な水資源マネジメント」
を早急に構築することが必要である。
日本において総合的水資源マネジメントを具現化することは，ひいてはその経験やノウハウ
を生かした国際貢献が可能となる。特に，アジア・太平洋地域は，気候・風土などが我が国と
類似しており，現在直面している諸課題（洪水，急激な人口増加に伴う水不足，水質悪化など）
の解決と今後リスクの増大が懸念される気候変動に対しては，我が国の経験や技術等が大いに
有効であるため，我が国は主体的な役割を果たす必要がある。
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〈トピックス〉水関係省庁における地球温暖化に係る取り組み状況
IPCC 第４次評価報告書，京都議定書目標達成計画などを受け，地球温暖化に対する取り組み
が各省庁においてなされている。ここでは，水関係省庁における取り組み状況を紹介する。
【環境省における取り組み】
地球温暖化問題は，自然の生態系及び人類に深刻な影響を及ぼすものであり，人類の生存基盤
に関わる最も重要な環境問題の一つである。IPCC 第４次評価報告書は，予想される影響とし
て，洪水や暴風雨による被害が増加すること，数億人が水不足の深刻化に直面すること等がある
としている。
当然，温暖化防止に向けた取組は必要であるが，
「気候変動とともに生きる」という新しい状
況の下で，洪水や暴風雨による被害といったリスクの増加を見越しながら，適応事業を効果的・
効率的に実施することの必要性も，従来にも増して高まっている。
環境省では，
「地球温暖化影響・適応研究委員会」を設置し，日本に対する地球温暖化の影響
に関する科学的知見を集約するとともに，途上国援助も含め，今後の効果的・効率的な適応策を
実現するために必要となる研究のあり方について検討を行った。
具体的には以下の点について，食料，自然生態系，防災・沿岸大都市，水環境・水資源，健
康，国民生活・都市生活及び途上国の分野毎に整理を行った。
①日本に対する地球温暖化・気候変化の長期的な影響として国民生活にとって何が重要か
②影響・脆弱性・適応研究において，さまざまな分野に共通する方法論
③日本と途上国における今後の影響把握，脆弱性評価，適応対策の推進に必要となる科学的な
知見，方法論，研究課題
水の分野については，降水・積雪の量やパターンの変化による河川流量への影響，その作物植
え付け時期などへの影響，気温上昇が湖の水質に及ぼす影響等とともに，これらの影響に対する
適応策のあり方について検討が行われた。
【厚生労働省における取り組み〜水道ビジョンにおける地球温暖化対策について〜】
平成２０年からの京都議定書の第１約束期間の開始に伴い，全国の電力の０．
９％（平成１７年度）
を消費するエネルギー消費産業としての側面をもつ水道事業においても，地球温暖化対策は喫緊
の課題となっている。平成２０年３月には京都議定書目標達成計画の改定が閣議決定され，水道事
業においても省エネルギー・再生可能エネルギー対策の必要性が位置付けられるなど，水道事業
者等による主体的かつ積極的な貢献がこれまで以上に求められている。
平成１６年度に厚生労働省が策定した水道ビジョンでは，主要政策課題の１つに環境を位置づ
け，水道事業者等においても，経済性と環境保全の WinWin アプローチの導入や水利用を通じ
た環境保全への積極的な貢献，健全な水循環系の構築に向けた水道施設の再構築などに向け，温
室効果ガス排出削減計画など環境・エネルギー対策に係る各種計画を策定し，積極的に環境負荷
の低減に取組むこととされている。
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また，平成２０年７月に公表された水道ビジョン改訂版では，平成１９年度に実施したレビュー結
果や改定された京都議定書目標達成計画等を踏まえつつ，水道ビジョンの目標達成に向けて今後
重点的に取り組むべきものとして，以下の項目が掲げられている。
・水道事業者等は，
「水道事業における環境対策の手引書」等を活用し，経済性の両立（持続可
能な水道運営）に留意し，環境対策（資源の循環的利用，省エネルギー・再生可能エネルギー
対策（地球温暖化対策）
，水資源の有効利用等）に係る各種取組を積極的かつ計画的に実施す
る。
・国は，水道事業者等における環境・エネルギー対策の各種取組事例及び実績等に関する情報の
収集・分析を行い，事業規模・特性に応じた対策導入に関する情報を水道事業者等に提供し，
水道事業者等の更なる取組推進を支援する。
・環境対策は他の施策と密接に関連し得ることを踏まえ，水道施設の最適配置，省エネ機器の使
用，老朽管等の水道施設の計画的な更新，水安全計画の活用等，環境対策にも資する各種取組
を積極的に推進する。
・国民に対して，水道水源の保全や環境・エネルギー対策に関する取組の現状や課題について情
報を積極的に提供し，国民と一体となった取組の推進を図る。
【農林水産省における取り組み】
IPCC 第４次評価報告書では，
「気候システムの温暖化は疑う余地がない」とされ，地球温暖
化の加速的な進行が，水・生態系・食料・沿岸域・人の健康に深刻な影響を及ぼすと予測してい
る。
また，すでに農作物や農地，農業用水に地球温暖化によって頻発することが懸念されるような
異常気象による影響が生じており，地球温暖化への対応は喫緊の課題となっている。この課題に
対して，地球温暖化への影響を予測評価するとともに，その対応策を検討すべく，
「農業農村整
備における地球温暖化対応検討会」を設置し，同検討会において，
「農業農村整備における地球
温暖化対応策のあり方」が取りまとめられた。
具体的には，農業農村整備において，概ね５年以内に取り組みが開始されるべき事項を中心
に，地球温暖化に対する適応策，緩和策のあり方及び国際貢献の展開方向が提言された。
地球温暖化の適応策については，影響の進行と適応の結果を監視・評価しながら，順応的に取
り組むことが適当であるとされた。農業用水については，栽培・水管理などの営農による対応
や，施設の操作・管理による対応を行うことにより，既存施設の機能を最大限に活かす適応策を
とる必要がある。また，水資源賦存量が少ない地域では，異常渇水時期等に厳しい利水調整を余
儀なくされる場合が想定され，渇水への脆弱性が懸念される地域をモデル的に選定し，水利用調
整による対応の可能性を検討する必要があるとされた。
地球温暖化の緩和策については，水に関係する分野では，水田による気候緩和機能（作物によ
る光合成や蒸発散による気温の上昇抑制）の評価方法の確立，機能を強化するための取り組みを
普及推進する必要があるとされた。また，化石燃料使用量の抑制として，農業用水を活用した小
水力発電について経済性を考慮しつつ展開方法を検討する必要があるとされた。
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