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還流文明研究会発表のまとめ－水還流文明研究会発表のまとめ－水還流文明研究会発表のまとめ－水還流文明研究会発表のまとめ－水    

2019 年 12 月 

 

 以下は、2019 年 12 月に実施した、還流文明研究会での私の発表内容をまとめたものです。 

 

1.1.1.1. 犬塚先生のシステムに関する発表に対する追加コメント犬塚先生のシステムに関する発表に対する追加コメント犬塚先生のシステムに関する発表に対する追加コメント犬塚先生のシステムに関する発表に対する追加コメント    

 犬塚先生が哲学的な観点でシステムについての考察を発表なされました。私の方からも、プログラム

でシミュレートできることを目的とした観点でのシステムの定義や、犬塚先生が述べた、「システムには

部分の総和以上のものがある」ということの追加コメントを記載します。つまり、前半のシステムという

言葉の定義は、私が専門としている、システム・ダイナミックスという専門分野での、モデルとして表現

できるようなシステムという意味での定義です。 

 システムとは、①それを構成する要素がネットワークとしてリンクしていること、②そこに意識が存

在しようとしまいとに関係なく制御機能が存在し、コントロールされていること。これはフェードバッ

ク・ループがあり、フィードバックによって制御されていることを言います。そして、②のフィードバッ

クによる制御で、システムは単純に部分を繋げた全体以上のものになります。つまり、単純に部分を繋げ

ただけでは想像できない振る舞いがシステムによってなされます。 

 単純に部分を繋げただけでは想像できない振る舞いとは、複雑性、つまり複雑な振る舞いが生成され

ることです。これには、③単純な複雑性と言われるものと④動的な複雑性と呼ばれるものがあります。③

は、DRAM を考えてもらえば良いのですが、DRAM チップは複雑に見えて、実は単純なトランジスター

回路が非常に多く集積しているだけです。④は CPU チップを考えてもらえば良いのですが、こちらは演

算回路やメモリー回路が複雑に集積されています。さらには、④のシステムでは、⑤パラメーター感度が

低く安定しているシステムと、⑥パラメーター感度が高く、ちょっとしたことで結果が大きく異なるも

のがあります。そして、ちょっとしたことで結果が大きく異なるようなパラメーターやシステムの構成

部分を、リバレッジ・ポイントと呼んでいます。 

 製造計画量に対する影響という意味で、どのようなシステムの構成要素がより影響が大きいか、つま

りパラメーターに対する感度が高いかに関する非常に簡単な例を挙げます（末武 2019）。 
 

図 1-1：簡単な製造プロセスのモデル 

 

 

 図 1-1 は、私が教えている経営学の授業で使っている非常に単純な製造プロセスのシステムを表した

モデルです。このメーカーは、顧客から受注を受け、在庫があれば製品を在庫から払い出し、顧客に納品

します。また、顧客からの発注量を基に需要予測を行います。次に、在庫量と標準在庫を比較し、在庫調

整を行います。在庫が過剰であれば在庫を減らすように、在庫が不足であれば、在庫を増やすような数量

を在庫調整量として計算します。先の需要予測量と在庫調整量を足した数量が製造計画量になります。 
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 どのメーカーも同じですが、基本的にこの製造計画量が大きく変動することは好みません。顧客から

の受注には変動を伴うのが当たりまえで、そういった変動をそのまま製造計画量にすると、今日は深夜

まで残業して製造を行い、しかし明日は何も製造しないといったことが起きます。そのため、受注量を例

えば重み付け移動平均といった手法で、ある期間の平均値を取り、これを需要予測量とします。 

 在庫調整も同じで、一度に標準在庫と在庫量の差を在庫調整にすると製造計画量が大きく影響されま

すので、在庫調整期間で割って、例えば 25%ずつ、4 ケ月かけて調整するといったことを行います。 

 さて、ここで、需要予測期間と在庫調整期間では、どちらがその変化が製造計画量に対して影響が大き

いのでしょうか？ 

 

図 1-2：いくつかのシミュレーション結果 

  

  

 
 

 図 1-2 はいずれも、左側が需要予測期間に関するシミュレーション結果を、右側が在庫調整期間に関す

るシミュレーション結果を示しています。そして、図 1-2 左上に示したように、青の線である受注量を 2

ケ月という期間で移動平均すると赤の線のように変動幅が小さくなります。左中のように、移動平均を

行う期間（需要予測期間）を長くすればするほど変動が小さくなり、青の線の 6 ケ月が、一番変動が少な
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くなっています。同じく、在庫調整期間についても、中右の図のように赤で示した 6 ケ月が、一番変動が

少なくなっています。ただし、中の 2 つのグラフは縦軸のスケールが違いますので誤解しないように。そ

して、下の 2 つの図は製造計画量に対する影響を示しています。あまり大きく違わないように見えます

が、それでも、需要予測の変動の方が在庫調整量の変動よりも影響が大きいことが分かります。このよう

に、この製造システムは需要予測期間と在庫調整期間によって制御されていること、需要予測期間の変

化の方が感度が高い、つまり影響が大きいことが分かります。システムとは例えばこういったものであ

り、こういった要素でできていて、その要素の中には影響が大きいものとそれほどでもないものが存在

することが分かると思います。さらには、こんな簡単なシステムであっても、図 1-2 のグラフに示したよ

うに、激しい変化が起き、それは例えば図 1-1 のシステムの要素を、要素だけで理解していると図 1-2 の

ような変化が起きることを人間の頭脳では正確に予測できないことが分かります。こういった、制御す

るしくみや要素があるので、制御するしくみを考慮しないで、要素だけで考えただけはシステムの振る

舞いを正確に理解できなく、このことを、「システムには部分の総和以上のものがある」という表現で述

べています。 

 

図 1-3：遠心制御機構 (Mandl, 2019) 

 
 

 蒸気エンジンはジェームズ・ワットが最初に発明し、そこから産業革命が起きたとされています。しか

し、実は、石炭を燃やし、蒸気を発生させ、その蒸気の力でピストンを動かすという蒸気エンジンは、ジ

ェームズ・ワットの発明より前にニューコメンが 1712 年頃に発明しています。ジェームズ・ワットは、

ニューコメンのものを改良し、効率よくしたのですが、一番大きな特徴は、遠心機構と呼ばれる制御シス

テムを付け加えたことです。ここには、ピストンなどに供給する蒸気パイプに図 1-3 左の重しが付いた蒸

気によってぐるぐる回るものが付いています。蒸気圧が高いと、この装置の回転速度が上がり、重しの遠

心力で蒸気を逃がす逃がし弁が開くようになっています。逃がし弁が開くと、蒸気が逃がし弁から外に

抜けるので、蒸気圧が下がります。蒸気圧が下がると、左の遠心機構の回転速度が下がり、今度は逃し弁

が閉じられます。そうなると、蒸気圧が供給された圧力に戻ります。こういった制御のしくみが加わり、

ジェームズ・ワットの蒸気機関は自動的に一定の速度でピストンを動かすことができるようになりまし

た。これが最初の（制御を持った）システムであると言われています。 

 よく、地球温暖化などで、地球の恒常化のシステムが制御不能になったといった言い方がされますが、

これは、人間が意識していなかった、大気循環や海流などの地球の温度を一定に保つしくみ、恒常性が、

人間も営みによって変化させられたことにより、それまで機能していた制御のしくみが機能しなくなっ

たと言えます。 
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2. 前回の地球温暖化とグローバルな課題に関する追加情報前回の地球温暖化とグローバルな課題に関する追加情報前回の地球温暖化とグローバルな課題に関する追加情報前回の地球温暖化とグローバルな課題に関する追加情報 

 前回は、地球温暖化という観点で地球に何が起きているのか、どのような対策が考えられ、どのような

努力が行われているのか、行おうとしているのか、その見通しなどについて発表しました。それに対し、

Jorgen Randers という、「成長の限界」の著者の一人で、ローマ・クラブの活動を続けているノルウェーの

科学者のモデルを使った地球温暖化に関する研究発表がありましたので、追加しておきます。結論から

言えば、海洋や輻射反射などの温度を調整するしくみはゆっくり動き、それは今まで均衡的だったのが、 

温暖化の方向に動き出してしまい、地球温暖化はもう止められないモードに入ってしまった、地球の平

均気温の上昇を 1 度以下に抑えるのであれば、われわれは、現在 COP などで議論されている排出量削減

活動を少なくとも 30 年前に実施すべきであって、今頃議論し、それでもまとまらないようでは、もう遅

いという内容でした。図 2-1 に過去のいつ温暖化対策を行えば、2200 年までに地球の平均気温がどこま

で上がるかというシミュレーション結果を示しています。われわれ人類は 1970 年代に取り組めば全く問

題がなかったのが、何もせず、地球温暖化は嘘だといった主張をすることで対策できた貴重な時間を無

駄にして、もう手遅れの状態にしたと言えるようです。 
 

図 2-1：いつ温暖化対策をすべきだったのか：地球の平均気温上昇と温暖化対策時期 (Randol, 2016) 

 
 

 完全なモデルや完全なシミュレーション、あるいは完全な計算というものは存在しないのですが、概

ね地球は温暖化に向かい、それはもう止められなくなってしまったようです。それでも、まだ地球温暖化

は嘘だと主張いう主張が見られ、温暖化している地域もあるが、温暖化していない地域もあるといった

ことを挙げて、温暖化対策に反対しています。私は、問題をシステムモデルとして把握し、それを使って

シミュレーションで妥当かそうではないかを判断するというやり方を採択しています。この方法で私が

理解する限りでは、地球温暖化は正しく、もう簡単には止められない状態に達してしまったと考えてい

ます。さらには、COP の議論やメディア報道を見る限り、一番排出量が多い中国はスルーするなど、バ

ランスが取れていないように思われ、悲観的に見えます。 

 

3. 自立分散システムはうまく行くのか？自立分散システムはうまく行くのか？自立分散システムはうまく行くのか？自立分散システムはうまく行くのか？ 

 これからの世界は自律分散で行くのが解決策になるし、全体的にもさまざまな取り組みが自律分散シ

ステムで進められているという主張がありました。確かに後半はその通りなのですが、自律分散システ

ムにすることが解決策になりうまく行くという考え方には私は疑問を持っています。別に自律分散シス

テムが悪いと言っているのではなく、そのシステムがどこまで受け入れられ、普及するかにかかってい

て、グローバルに普及し受け入れられなければうまく行かないと考えています。これは自立分散協調シ

ステムが存在できないという批判ではなく、普及によってはそれが長く維持できないという、エントロ

ピーの法則の観点からの批判です。まず、対象としている自律分散システムを、独立して存在できるが、

困った時には他に頼るシステムとします。そして、なるべく干渉されないで独立して存在することを望
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むとします。このようなシステムが、そうではないシステムに取り囲まれて存在するとします。このシス

テムは、周囲のシステムと共に、①全治的に、エントロピーがある一定の値に均衡するように動く系に含

まれると考えられます。その中で、対象としているシステムは、②エントロピーが異なる小世界のような

状態（図 3-1 左上）に置かれます。そのような周囲が異なるエントロピーの中で、そのシステムを維持す

るには、そのシステムを守る（膜のような）しくみやそれを維持するエネルギーが必要になります。 
 

図 3-1：エントロピー的な観点での普及の可能性 

 

 

 
 

 ここで、このシステムが全く周囲に関係なく独自に自律性を保たれ、それを維持できるのであれば問

題ありません。例えば、鎖国のようなことをする、あるいは陸や海の孤島のような地政学的条件を持て

る、あるいはブータン王国のように独立性を認めさせればその自律システムはうまくいくでしょう。し

かし、周辺との関係を完全に断ち切れない場合、周辺からの干渉を受けることになります。この周辺から

自律分散協調システムに対する批判：

まず、これは自立分散協調システムが存在できないという批判ではな

い。そうではなく、それが長く維持できないという批判である。

①全治的にはエントロピーがある一定の値に均衡する

②エントロピーが異なる小世界をその中で維持するには、（膜のよう

な）しくみやそれを維持するエネルギーが必要
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の圧力は、そのシステムの立場と周辺の状態によって決まります。そのシステムが周囲に比べかなり異

なる場合（図 3-1 左上）、周囲からの高い圧力や干渉を受けます。 

 これは、周辺のシステムを取り囲む他のシステムの状態にも依存します。エントロピーの差異が大き

い場合、圧力が強くなり、そうではない場合、低くなります。周囲との差異がある場合に、その自律分散

システムを維持するには、1)周囲の圧力や干渉を跳ね返し、自律性を維持するような力や地政学的ポジシ

ョンを確保することが必要であり、2)周囲が自分と同じエントロピー値になるように、その自律分散シス

テムが普及するのを待つことが必要になります。それには、議論を重ね、参加者全体（ほぼ全ての国や地

域）の合意とその実行を要請すると共に、実行状態のモニタリング・システムなどを実施します。また強

国や発言力のある人の力を背景に合意を要請し、強国の力を背景とした実施のモニタリングと不履行に

対する制裁を行う必要があります。自国第一主義のような、実施に合意しない、あるいは不履行な国や地

域があって、それに対し制裁力がないと、自立協調分散が一つの独立したシステムである限りその存在

の継続は難しいでしょう。 

 さらには、その自律分散システムがより自律的で他に頼る必要がないことが重要です。困った時に他

に頼るということは、他が困った時に、そのシステムに犠牲を要求する、あるいは搾取されることを意味

します。もともとのこの議論の起こりは、電力供給システムの話で、再生エネルギーだけである地域の電

力需要を満足させるという主張に対し私が異議を申し立てたことでした。蓄電機能を持たない電力供給

システムであれば、地域での自律分散電力供給システムは成立しえなく、火力発電所のようなスタンバ

イ電力を必要とし、火力発電所をゼロにはできないと指摘しました。蓄電機能が無いのであれば、100%

再生エネルギーで電力需要を満たすことは不可能です。蓄電機能が無い地域独立型の自律分散電力供給

システムは不可能です。自律分散システムにするのであれば、各再生エネルギー発電所（家庭や風力発電

所）に蓄電池を備え、再生エネルギーを生成できない夜間や停風時にも給電できるようにすべきです。 
 

4. 水の問題水の問題水の問題水の問題 

 私の発表は、人類が抱えている問題や現代文明の近未来的な将来像を多面的な角度から見るというも

ので、前回は地球温暖化と環境破壊という側面で説明しました。今回は生命が生きていく上で無くては

ならない水について説明します。 

 

(1) 淡水に対する気象変動の影響淡水に対する気象変動の影響淡水に対する気象変動の影響淡水に対する気象変動の影響 

 農業用灌漑や人が生きていく上で必要な飲料水などの生活水が、地球温暖化の影響を受けて危機に瀕

しています。アフリカ大陸を始め、北米でも、オーストラリアでも、ユーラシアでも、乾燥地域では旱魃

が続き、例えばオーストラリア大陸や北米では乾燥しすぎ、森林火災が起きると燃え広がるといった状

況が起きています。アフリカなどでは、例えば世界 3 大瀑滝と言われるビクトリア瀑布が干上がり、飲み

水を得られない象などの野生動物が死亡する、家畜が多量に死亡する、人々も水の配給を受けて生活し

てるといった状態が続いています。場所によっては 3 年以上、一滴の雨も降らない地域も出現していま

す。その一方、湿潤地帯では豪雨と洪水に悩まされていて、住む家を追われ非難生活を余儀無くされ、援

助物資で生きている人達がいます。こういった降雨のアンバラスが世界各地で起きています。人間が使

う水の 70%は農業用ですが、先のような地球温暖化などの影響で、乾燥地帯では灌漑用水が確保できな

く、湿潤地帯も洪水で、この多量の農業用水を使えるわけではないので、全体としてみて、使える農業用

水や飲料水が枯渇しつつあります。気候変動で海水位が急激に上昇した場合、世界の海岸地域にある淡

水源の 20%が喪失すると試算されています。 

 

(2) 水の奪い合い水の奪い合い水の奪い合い水の奪い合い 

 都市化、つまり、どんどん人々が農村を捨て、都市に移住することが増え、ついに都市人口が農村人口

を上回るようになっています。そのため、都市に住む人々のための生活用水需要が増えています。かなり

の大都市は乾燥地帯に存在し、そういった都市はただでさえ不足気味の農業用水を奪い、都市の生活用

水に廻さざるを得なくなっています。そういった都市、例えば北京などの郊外では、もはや灌漑農業を進

めていくことが困難になっています。 

 また、多くの地域は農業用水や飲料水を表流水（河川）に頼っていますが、その河川が複数の国にまた

がっていることがあります。人類の約半数が使っている水の水源は、2 ケ国以上が関係しているそうです。

そして、そういった地域では、水利権を巡って国際的な緊張が高まっています。例えば、ナイル川は、エ
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ジプトとエチオピアやスーダンなどの複数の国を縦断しているのですが、上流にあるエチオピアで灌漑

用にダムを建設しようとしたら、下流にあるエジプトが、ナイル川の水量が減り、自国の農業に影響が出

ることを懸念し、その建設に反対し、空爆でダムを破壊することも辞さないと強固な態度をエチオピア

に対して行いました。現在は、両国の根気強い交渉や、ナイル川を利用しているスーダンなど多くの国で

構成される国際委員会でナイル川の水利用を取り決め、平和的かつ外交的にナイル川の水利用の問題が

紛争にならないようにコントロールしています。しかし、他の川についてはこのようにうまくいってい

るわけではなく、メコン川は上流の中国の雲南省でのダム建設で水量が減って、かつ、汚染された水が下

流に流され、しかし、中国の力が強く、なかなかうまくこの水の奪い合い問題は解決できていません。同

じくチグリス、ユーフラテス川も同じで、上流のトルコが灌漑用にダムを作り、下流に流れる水量が減っ

ています。この地域はとても乾燥しているので、下流になると塩分濃度がとても高くなっています。ヨル

ダン川はイスラエルが水源を抑え、他の国は利用できないようになっています。こういった水の奪い合

いと上流にある強国の支配が各地で発生するようになってきています。 

 さらには、淡水は人間だけではなく、野生動物が生きていく上でも必要なものですが、人口増加や家畜

のための飲料水を確保するために、例えばアフリカの自然公園などの水源を農民が奪い、そのため、野生

動物が淡水を得られなく、死亡するといったことも起きています。強国が水を奪うだけではなく、人間も

動植物が必要としている水を奪っています。 

 

 
 

(3) 上水と下水（上水と下水（上水と下水（上水と下水（経口感染症対策経口感染症対策経口感染症対策経口感染症対策）））） 

 淡水は人類も含め生物が生きていく上で不可欠なものです。特に人間は飲んでも安全な水を必要とし

ています。かっては、この飲んでも安全な水を確保できなく、多くの 5 歳未満の乳幼児が、赤痢などの経

口感染症で死亡していました。国連の主導で、MDG (Millennium Development Goal)が設定され、その実現

に向けて世界が協力してきました。その目標の一つが、飲んでも安全な水を利用できる人口を増やすと
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いうことと、トイレなどの衛生設備を普及させるということでした。安全な水の確保のためにせっかく

井戸を掘って地下水を人々が利用できるようにしても、トイレが不十分だと、排泄物で汚染され、その水

は安全ではなくなってしまいます。開発途上国での感染症の 80%は水関係（経口感染）で、これは人糞の

処理が不十分であることが原因です。 

 

 MDG の安全な水を利用できる人口を増やすという活動は、ODA での水道インフラ整備や NGO などに

よる開発途上国で井戸を掘るなどの活動で上水の普及は 90%以上に達し、目標を達成することができま

した。このことに伴い、5 歳未満の乳幼児の経口感染症による死亡数が大きく減少しています。赤痢によ

る乳児死亡数は 1990 年で 1.5 百万人いましたが、20 年かけて着実に減少し、2012 年には 60 万人に減少

しています。そして、このうち、50.2 万人は安全でない水を飲んでいるせいであることが分かっていま

す。さらには、安全でない水、不適切な衛生施設、衛生の欠如により、未だに 5 歳以下の乳幼児のうちの

1.8 百万人が毎年、経口感染症で死亡しています。そして、これらの死亡者の 88%はアフリカと東南アジ

アに住む人々です。 

 

1990 年には 76%でしかなかった安全な水を利用できる人の数が 90%以上に改善し、この 20 年以内で

23 億人が安全な水を利用できるようになったのですが、しかし、まだ利用できない人もいて、2015 年で

6.63 億人だったそういった人口が、人口増加のせいで、2019 年で 8.84 億人に増えています。これは、水

道を利用できない人口で、うち 2.63 憶人は泉などの水源まで水汲みに 30 分以上歩かなければならなく、

また 1.59 億人は、浄化されていない水を飲まざるを得ない状況になっています。 

 

2015 年の世界経済フォーラムでは、起きうる可能性が高く、起きると社会に大きな影響を及ぼす 8 番

目のリスクとして水が取り上げられ、なるべく早く対策を実施し、水不足や感染流行を抑え、コンフリク

トを抑えるようにと勧告されていますが、現実はなかなか改善が進まない状況です。さらに、飲料水の源

泉の大部分は地下水なのですが、20 世紀で、水の利用増加率が人口増加率の 2 倍以上になったこともあ

り、前期の旱魃と併せ、特に都市部の地下水が枯渇に向かっています。例えば、インドでは年間 1m も下

がり続いています。さらには、多くの都市が沿岸部にあり、この地下水のくみ上げ過ぎで、帯水層の汚染

や海岸地域の塩化が進んでいます。海岸地域の塩化には、地下水の利用過多と、温暖化による影響で海水

面が上がったことも関係しています。 

 

図 4-1：人口一人当たりが使える淡水の量 
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図 4-2：地下水の汲み上げ過剰による水圧低下と水汚染、海岸地域の塩化 

 
 

 こういった、気候変動で淡水資源の偏在が大きくなったこと、汚染や塩化で使える地下水が減少して

いること、旱魃と都市化による地下水の過度な汲み上げで地下水位が減り、さらに使える地下水が減っ

ていることなどから、世界の水資源減少はこの 50 年で 3 倍に加速し、これを受け、世界の人口一人当た

りが使える淡水の量がどんどん減少しています。特に、開発途上国では、下水処理が為されていない中、

汲み上げが多くなり、汲み上げパイプなどの介しての帯水層の汚染が進んでいます。同じく、海水面上昇

や地下水くみ上げが多すぎることなどで帯水層の塩化が進んでいて、せっかく上水道を整備しても、水

道水が汚染されるとか、塩化した水を使わざるを得ないといったことが起きています。地下水位の低下、

温暖化、さまざまな水汚染、人口増加で、現在安全な水を利用できている人々の中には、将来的には利用

できなくなる人が多く出てくるでしよう。 

 

世界的に、都市に住む人口がどんどん増え農村人口がどんどん減っています。つまり、都市の水需要が

どんどん増えているのですが、そう都合よく十分な水源が都市の近くにあるわけではなく、供給がます

ます難しくなっています。このまま進むと、2030 年には世界の水需要は現在の供給の 40%以上増え、OECD

によれば、2030 年までに世界の半分の人口は水不足地域に住むようになると推測されています。そして、

2050 年までには水不足に悩む人間が数十億人に達すると推測されています。その一方で、水の無駄使い

も多く、約 5 億人は、2 倍も水を無駄に使っているそうです。 
 

 ただ、MDG の上水の目標達成を受けて、途中(2015 年)からむしろ衛生施設普及に力を入れようになっ

ていますが、しかしながら、下水や衛生施設（トイレや腐敗槽）の普及は目標未達成です。1990 年以降、

約 18 億人の人々の利用する衛生施設が改善されましたが、まだ 25 億人が利用できなく、MDG では 10

億人が未達成となっています。なお、ここで衛生と言っているのはトイレや衛生槽のことで、下水道は別

です。1990 年で人口の 49%しか衛生施設を利用できていなかったのが、2012 年で 64%に改善され、約 20

億人が利用できるようになりました。とは言え、まだ約 1/3 の世界人口に相当する 25 億人（67%はアジ

ア）が改善された衛生施設を利用できていなく、8.92 億人は野外で糞を排出しています。処理されないま

ま放出される下水の量も年毎に増加していて、80%が未処理で放出されています(UN, World Water 

Development Report 2017)。なお、2020 年の MDG の達成や進捗度を踏まえ、次の 2030 年までの新しい

MDG が国連などから設定されています。この国連の持続開発目標の中には、安全な水の利用と衛生など

に関する目標も含まれ、その達成に向けて努力や支援、協力することが世界のリーダーたちに同意され

ています。 

 

 私自身も開発途上国における水道や下水、衛生施設の普及を行う ODA プロジェクトに従事していま

す。年に下水施設は必要と思いますが、残念ながら下水施設の建設に膨大な資金がかかるだけではなく、

下水道料金収入だけで建設した下水道施設を運営維持管理していくことは不可能です。（上水の場合は何

とか可能で、上水施設の建設までは無理でも、独立採算のもとに上水施設を水道料金収入で運営維持管

理することは可能です。）特に大都市ではない小さな市、町や村レベルでは下水施設の独立採算による運

粘土層

粘土層

帯水層

帯水層の地下水位が高いとい

うことは、圧力もあり、なか

なか汲み上げパイプを介して

の汚染が起こりにくい

帯水層の地下水位が低いと圧

力も低くなり、汲み上げパイ

プを介しての汚染が起こりや

すい（負圧）

海

帯水層の地下水位が高いと海水の浸透

を防ぐが、水位が下がると海水の浸透

を防げない

地層の割れ目などから海水が浸透し、

塩化を引き起こす

そうなると、その水は飲めなくなる
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営維持管理は不可能なので、衛生槽の普及とトイレも VIP と呼ばれるタイプの普及を進めようとしてい

ます。VIP トイレは、日本でも 40 年前に学校などでの汲み取り式トイレで使われたもので、蠅などの昆

虫による人糞の接触を断つ目的で考えられたものです。衛生槽も、病原菌がまだ生きていて、感染しかね

ない状態を、腐敗菌などで弱め、ほぼ安全になった状態で上澄みを流すというもので、日本でも、下水が

普及していない地域で使われています。 

 

図 4-3：VIP トイレと腐敗槽 

 
 

(4) 水需要水需要水需要水需要 

人間は利用可能な淡水の 70%を農業に、20%を工業に、残り 10%を一般家庭や零細企業が使っていま

す。開発先進国になるほど工業用利用が多くなり、先進国では 50‑80%が工業に使われています。工業開

発や農業開発、人口増加、一人当たりの GDP の増加などで一人当たりの水の消費も増加していて、この

ままだと深刻な水不足や移民を避けられない状態です。先に述べた気候変動による旱魃などの水不足で

世界の穀物生産が約 30%減少していますが、逆に温暖化でロシアとカナダは穀物生産が増えてます。こ

ういったアンバランスがあるのですが、地球全体では、穀物生産は減少しつつあります。 
 

最大の水需要は農業における灌漑です。多くの大陸で、化石水と呼ばれる地下水が灌漑のために汲み上

げられ、そのため、全大陸で地下水位が下がっています。米国やオーストラリア、中国、北アフリカなど

ではこの化石水を利用していて、この水位がどんどん下がっていって枯渇が懸念されています。また、大

都市でも飲料用水を地下水に依存する地域は、取水過剰のために地下水が枯渇に向かっていて、周辺の

農業地域との水の奪い合いになっています。 

 

人間が使う水の 70%は農業用で、その大部分は家畜飼育用に使われています。世界人口が増え、特に

今まで開発途上国だった中国などの国の中間層の収入が増え、そのため肉製品の需要が増えています。

この需要を満たすために、飼育する家畜数も増えていて、水需要を急速に押し上げています。ウォータ

ー・フットプリントによれば、ハンバーガー1 個を作るために 2,400 リッターが必要で、皮靴 1 足を作る

ために 8,000 リッターが必要とされています。このように肉生産には多量の淡水が消費されます。世界

的肉需要は 2025 年で 50%増、2050 年でさらに倍になると考えられ、一人当たりの水需要がさらに増える

と考えられ、国連は、今から 2030 年までの間に起きる水不足の対策に年間$500–600 億必要と試算してい

ます。 

 

 農業用灌漑用水需要に続き、二番目に多いのが、実は発電での冷却水需要です。エネルギー生産で世界

の水資源の 15%を使っていますが、2035 年には 20%に増えると試算されています。人口増加や都市化、

そして一人当たりが消費する電力量が急速に増えていて、こちらの冷却水需要も増えています。火力発
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電所も増えているので、その冷却用水需要が増えていますが、特に原子力発電での冷却水需要が増えて

いて、原子力発電所事態も事実として増えています。脱原発の動きがあり、国の政策としても新規の原子

力発電所の建設をストップするなどの動きがあるのですが、その政策転換前に計画された原子力発電所

が建設を終え、稼働しているので、結果として世界では原子力発電所は増えていて、冷却水需要も増えて

います。ある米国の研究によれば、原発は天然ガス発電と比べ同じ電力を作り出すために 8 倍もの淡水

を使っていると言われ、今後 20 年で電力需要が 40%増えると試算されています。そこで発電で水をリサ

イクルして使うなどの節水が進められています。また、再生エネルギーへの転換で、電力需要の伸びより

も消費冷却水の増加が抑えられると考えられています。 

 

図 4-4：ウォーター・フットプリント (Wikipedia から) 

 
 

 また、シェルガス採掘でも多量の水が使われます。水圧で岩盤破壊を行い、水に溶けた石油を回収する

のですが、水の大量消費だけではなく、それが地下水汚染を起こし、さらには地震を誘発するという報告

がなされています。 

 

(5) 対策対策対策対策 

 これまで、水需要が増える中で、気象変動などで水供給が減少していることを説明しました。最後に、

それでは、淡水需要を減らすために行われていること、あるいは考えられていることを説明します。基本

的には、水の消費を減らすこと、水利用の効率化を図ること、淡水ではなく海水の利用を行っています。 

 

1) 農業農業農業農業 

 まず、農業での灌漑ですが、温暖化の影響で海水位が上がり、海岸に近い耕作地が水没してしまってい

ることもありますが、海水面上昇や地下水の汲み上げ過ぎで地下水が塩化し、地下水が使えないし、そも

そも量が不足するようになってきています。そこで、海岸地域では淡水ではなく、海水を使った農業が考
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えられています。これは、地中に埋めた灌漑用パイプから点滴のように海水を少しずつ野菜などに供給

するというやり方と、太陽光を利用し、海水から水を蒸発させ、蒸発した淡水を集め、植物に与えるとい

うやり方（海水温室農業）があります。あるいは海水を使わないまでも、より多くの食糧をより少ない水

で生産する、点滴灌漑法や節水農業が進められようとしています。 

 

 また、都市の下水を処理した処理水などを使い、都市のビル内で農業を行う都市農業によって都市に

野菜などの食糧を供給するということが行われています。このことで、都市需要に合わせて農業生産が

できるという利点があります。また、ビル内に設置した垂直都市農業で、あまり広くスペースを占有しな

いで効率よく生産できるという利点もあります。こういった都市型農業では、水栽培や、水を無駄にしな

い農業・漁業方法であるアクアポニックスが検討されています。 

 

図 4-5：点滴農業（左）、と海水温室農業（右） 

 
 

2) 菜食主義と細胞からの肉生産菜食主義と細胞からの肉生産菜食主義と細胞からの肉生産菜食主義と細胞からの肉生産 

 肉を生産するためにあまりにも多量の淡水が使われていて、このままでは淡水が不足するということ

で、細胞から直接肉を培養することが試みられ、実験的には成功しています。さらには、野菜くずや果物

のくずに含まれている水だけで育てられ、特に淡水を与えなくとも育てられる昆虫を食料にするという

運動も行われています。もっと進んで、菜食主義者を増やすことも行われています。菜食主義によって、

現在家畜の飼料として生産されているトウモロコシや大豆などの食糧を人間の食糧として有効活用でき、

人口増加により起きると近未来的に予測される食料不足に対応できるだけではなく、家畜の餌のための

穀物生産に向ける水を節約でき、水不足にも対応できます。菜食主義者用の食事も近年大幅に発達が見

られ、味も外見も肉そっくりの動物蛋白質を全く使わない料理も出現しています。さらには、人間の健康

維持には菜食主義の方がいいという研究結果も出ています。先進国では Vegan と呼ばれる菜食主義は今

やブームになっています。改めて述べるまでもないのですが、インドなどのヒンドゥ文化でもベジタリ

アンと呼ばれる菜食主義者がいて、こちらは戒律に従って菜食主義を貫いていますが、彼らは決して栄

養失調になっているわけではありません。 

 

3) 上下水道上下水道上下水道上下水道 

 多くの都市が沿岸地域に存在し、人口増加が進む中、そこで使える淡水量が減っています。地下水が枯

渇し、表流水も需要に対して不足し、また地球温暖化などで水量が減っています。そのため、海水から淡

水を作り、それを生活用水に供給するということが行われています。塩水から淡水を作るための技術革

命が進んでいて、塩水を吹き出し、蒸発させ、水を回収する方法、酸化グラファイト幕やカーボンナノチ

ューブをフィルターにして塩を濾す技術、逆浸透など、費用を削減しながら効率よく淡水化できるもの

が試みられています。ただ、現在の所、膜処理あるいはセラミックなどの水分子しか通さない細かい磁器

製パイプを通すという淡水化方法が行われていて、この処理方法では、膨大な電気を消費します。そのた

め、豊富に資金をかけられる産油国などしかこの方法が使えなく、資金面から貧困国ではあまり利用で

きないものとなっています。また、塩水から淡水を生成するための多量のディーゼル発電は、さらに二酸

化炭素の排出を増やしてしまっています。ディーゼル発電ではなく、大規模の太陽光を使った淡水化も

考えられいますが、こちらにも、現在の方式では、生成される塩、風などで塩害になること、塩による設

海水を流すパイプ

パイプに細い穴が開

いていて、飢えた植

物の周りだけ、点滴

のように水が落ちる
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備劣化など、いろいろ問題があります。今は、ナノ・テクノロジーと太陽光を使った効率的な淡水化に期

待が寄せられています。 

 

図 4-6：膜あるいはセラミックス・パイプ法式による淡水化 

 
 

 また、通常、下水は下水処理されると、汚泥と処理水が生成されます。衛生的な観点ではなく、不浄と

か、糞尿から来るイメージ、慣習などから、この下水を処理した処理水はそのまま河川や海に放流されま

す。しかし、浄水処理をすれば上水として利用でき、そこまでしなくともトイレの洗浄や庭などへの水や

りに使えるということで、水不足地域では、中水としての利用を進めています。 

 

 もっとも、都市に住む人々はあまりにも浄化された、飲むことができる水を無駄に使っているという

指摘があります。例えば、日本だと一人一日当たり 200 リッター以上の水道水が消費されていますが、飲

む、あるいは料理に使われるのはせいぜい 2 リッターで、残りは洗濯、トイレ、風呂などに、さらには庭

への散水に使われています。飲料用及び料理用以外には、飲めるほど浄化した水を使わなくとも構わな

いので、上水の使用水量を減らすこと、そして一人当たりの水の使用量を減らすことが検討されていま

す。水道に関してはその不効率性が指摘されていて、パイプが破損し、漏水が起きても修理しないなど、

開発途上国では製造した安全な上水の半分近くがユーザーのもとに届けられていないという問題もあり

ます。こういった水道の配水設備の保守管理が悪いことが原因での水道事業の不採算から、多くの国が

民営化を行い、しかし、そうなると高い水道料金でも支払ってくれる金持ちのユーザーにのみ水を供給

し、貧困層には水を供給しないとか、貧困層にとって高すぎる水道料金に引き上げるなどの問題が起き

ます。事実開発途上国での水道民営化の多くは成功していないので、水道では過去の民営化の失敗を踏

まえての水道価格制度を導入することが課題になっています。 
 

 サービスの質はそれほどでもないのに、民営化によって水道料金が大幅に上がったことで利用者の不満

が高まり、これまでの 15 年間で、 Buenos Aires, Johannesburg, Paris, Accra, Berlin, La Paz, Maputo, and Kuala 

Lumpur など 35 ケ国の 180 の都市が、水道民営化の失敗により市営に戻っています。1990 年以降、 水道

事業として$750 億が官民協力事業（PPP)で投資されましたが、その 27%がキャンセル、あるいは係争中

です。水は生きるためにだれもが必要としていて、また、下水と異なり、投資しても採算が取れると、ど

んどん投資が行われ、開発途上国での水道や衛生施設への投資での回収は、$1 につき$5～$28 と高く設

定されています。だれもが安全な水を利用できるようにするために水道整備が行われているのですが、

開発途上国だと政府だけで水道整備を行うのは財政的に厳しいことから、官民プロジェクト（PPP）で水

道整備を実施することが進められ、年間$2,200 億の経済利益が得られるとされてきました。ただ、こうい

った大きな経済利益が得られる一方、2015 年以降の水道及び衛生施設普及や保守、修理に年間$2.4 兆の

費用がかかると推定され、特に保守費や修理費の捻出が問題になっています。これは開発途上国だけの

問題ではなく。日本も同じく戦後建設した上下水道施設の保守や修理費用捻出で困っています。国連総

塩水

濃い塩水

淡水

微小な穴の開いたナノ・チューブに圧

力をかけて塩水を入れると、塩は穴を

通り抜けられないが、水だけは通り抜

けられるので、淡水が得られる。

ただし、塩の分子で穴が目詰りするの

で、時々、淡水で塩を洗い流す必要が

ある。

膜も同じ原理
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会で、安全な水と衛生施設が利用できることは人間の権利であるという宣言を採択し、第 6 回世界水フ

ォーラムでの首脳宣言（Marseilles Ministerial Declaration）として、この権利が確実に実行できるようにす

るために上下水道及び衛生施設の普及を加速することが決まっています。 

 

 現在の集中処理システムは配水でのロスが多く効率が悪く、これは配送網が複雑かつ長くなるせいで

あり、それならば、なるべく配水網を短くし、効率を上げる方法として、飲料用は、利用者の近く（家庭

など）で生産し、中央集中システムではなくすることが検討されています。 
 

4) 治水や地球温暖化対策治水や地球温暖化対策治水や地球温暖化対策治水や地球温暖化対策 

 湿潤地帯では、雨になるとすぐに洪水が起きるので、ますます治水（雨水管理、洪水対策）が重要にな

ってきています。洪水も今まで以上に大規模なものとなっています。従来はダムを作り、河岸をコンクリ

ートで固めるという方式が採択されていたのですが、降水量が増え、ダムによるせき止めではダム自体

が危険になること、コンクリートで固めた河岸の崩壊が大きいことなど、河岸の自然環境が動植物にと

って大きな影響を持つことなどから、耕作地や広く洪水放流地を確保し、洪水ではあえて堰き止めない

という灌漑放流管理というやり方や、河岸をコンクリートで固めないという治水法式が検討されていま

す。 

 

 この極端な旱魃と洪水という現象は、乾燥地帯での森林の消滅やそれに伴う乾燥化の進行も原因と考

えられていて、砂漠化させないことを行っています。これは植林を進め、乾燥地帯からの水の蒸発を抑え

ようとしています。緑化により、乾燥地帯にも雨が降り、その分、湿潤地帯に降る雨の量が減るとされて

います。また、耕作地が、都市化などで農民が農村を捨てたために耕作されず、遺棄され荒れたまま放置

されることが増えています。こういったことも乾燥化を促す原因になっているので、遺棄された農地を

森林や草原に戻すことが行われています。水不足による旱魃、土地の水分保持力劣化、砂漠化とそれに関

係する貧困、食料不足、栄養失調のために 15 億人が影響を受けているとされています。植林でこれを防

止できるのですが、一方で、アマゾンの開拓と大規模火災によるアマゾン熱帯雨林の消滅化、アフリカの

熱帯雨林での違法伐採によるアフリカの熱帯雨林消滅化など、森林の減少の方が植林を上回っていて、

そのことが温暖化による影響にさらに拍車をかけるのではないかと懸念されています。 

 

5) 水を巡るコンフリクト水を巡るコンフリクト水を巡るコンフリクト水を巡るコンフリクト 

世界の約半数の人が、2 ケ国以上が水利権を持つような水源からの水を利用していて、水に関する外交

が将来的なコンフリクト予防に必要となっています。すでに水を巡るコンフリクトが起きていて、そう

いった地域で水の共同利用に関する条約締結などによって協力で解決しようとしていますが、そういっ

た条約に、水をもっと効率的に利用するという同意が抜けている点が問題とされています。 

 

こういった水不足を、農業のやり方の変更、政策変更、新技術適用、社会的価値観や社会的行動の変化

で実現しようと試みられています。 

 

(6)各地域の状況各地域の状況各地域の状況各地域の状況 

1) サブサハラ・サブサハラ・サブサハラ・サブサハラ・アフリカアフリカアフリカアフリカ 

アフリカ大陸には表流水の 100 倍もの地下水が存在するのですが、しかしアフリカ人の 40%は安全な

水を利用できていなく、ナイジェリアとエチオピアでの研究で浄化水のわずか 70%しか本当に飲料とし

て安全ではないことが判明しています。水道及び衛生設備に対する海外援助の 90%以上はサブサハラ地

域に対して行われているのですが、しかし、同地区の人口増加が著しく、1990 年よりも 2008 年の方が安

全な水を利用できない人口が増えています。政策改善がないと、この地域は 2040 年まで水道に関する

MDG が達成できなく、衛生設備に至っては 2076 年まで達成できなくなります。ナイロビでは無収水率

は 40%で、これは盗水や漏水によるものです。ラゴスの 90%以上の住民は民間の井戸や水売りに依存し

ています。こんな状況なので、水道を利用できない貧しい人々は、水のために 25 倍も高い料金を払って

います。アフリカの水不足地域の住民は 2055 年までに約 350–403 百万人になると推測されています。こ

れは地球温暖化を考慮しない数字で、考慮するとこの数字は、350–600 百万人に増えるとされています。 
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半分以上のアフリカ人は経口感染症にかかったことがあります。これは不適切な衛生設備のせいで、約

30%の人口しか改善された衛生設備を使っていなく、アフリカの年間 GDP の 1～2.5%の GDP（$55 億）

が不適切な衛生設備のせいで喪失していると試算されています。 

 農業用水利権の争いが高まり、中央政府はこの数十年間で地方自治体に移管する政策を取り続けてい

ます。ただ、そのせいで、これが地域の種族間対立などコンフリクトの火種になっているのですが、中央

政府の調停力は低いままです。 

 

 The Strategic Framework for Water Security and Climate Resilient Development は、アフリカには、水不足と

温暖化のダブルパンチの課題があると主張しています。 

 

Gibe III ダム建設で Turkana 湖水位低下が起き、エチオピアの 500,000 人以上に影響が出るとされてい

ます。ナイル川を巡っては、エジプト前政権時は、エチオピアのダム建設に反対で、空爆も辞さなかった

のですが、2015 年 3 月にスーダン、エチオピア、エジプトの 3 国はエチオピアで建設中のダムに関する

利用やナイル川利用に関する合意が行われ、大きな水の平和利用への進展とされていいます。ナイル川

は世界最長の川の一つで、11 ケ国が関係し、この合意も 16 年前からいろいろ交渉がなされてきてやっと

実を結んだものです。 

 

2) 中近東と北アフリカ中近東と北アフリカ中近東と北アフリカ中近東と北アフリカ 

この地域は基本的に水不足地域であり、人口増加も著しく、2050 年までにさらに追加的に 15 億 m3 の

水が必要とされています。その 1/3 はパレスチナ自治区とヨルダンで必要とされています。塩水からの淡

水化や水の再利用でイスラエルは 50%も水が余っているのですが、しかし、同国の水の 50%は人工的に

作られたもので、近隣諸国に分け与える意思はありません。 

 

イランの一人当たりの水利用可能量は 1970 年代と比べ 50%減少し、イエーメンの首都は水が枯渇し悲

惨な状態で、水が枯渇し機能不全になった都市としては世界で最初のものとなりました。アラブ首長連

合国は地下水くみ上げ過ぎと淡水化プラントで生成される塩のせいで淡水塩化が深刻化し、淡水水源が

この 15 年間で 42%使えなくなっています。 

 

この地域は、政治腐敗と、政治的、環境的不安定さが社会不安の火種になっていて、難民、特にイエー

メンからの難民が社会不安を誘発しかねないと問題視されています。この防止のために、サウジアラビ

アはイエーメンに対し燃料を提供し、水源開発プロジェクトの資金を提供しています。この地域がそも

そもそういった政治的、環境的不安定さを持ち、ちょっとしたきっかけで社会不安が高まるのですが、そ

のような要素の一つとして、水道料金高騰化が社会不安の火種になる可能性が指摘されています。 
 

この地域は、水質が悪く、その経済損失は、中近東及び北アフリカで GDP の 0.5%～2%に達するとさ

れています。 

 

3) アジア太平洋地域アジア太平洋地域アジア太平洋地域アジア太平洋地域 

この地域には、世界の人口の 60%が住んでいますが、この地域には世界の淡水の 28–30%しかありませ

ん。このままでは、2050 年にはこの地域の 10 億人が水不足に直面するとおもわれます。 
 

 北京など、中国の 11 地域（主に内陸北部及び西部）は同国の GDP の半分近くを生産していますが、こ

の 11 地域のどこも水不足気味です。最善シナリオでも今後 5～8 年間は水問題が続くとされています。

北部は中国全体の水資源の 25%しか無いのですが、中国全土の 63%の耕地と、主に火力発電に使う 86%

の石炭埋蔵があります。さらに、地球温暖化（主に乾燥化）で中国の湿地帯は 2003 年以降 9%も減少し、

水源からの水が少なくなっています。中国の主な水源地帯である青海省及びチベットの氷河がこの 30 年

で 15%減少しています。中国は世界の淡水の 6%を持っていますが、人口は世界の 22%もあり、絶対的に

一人当たりの水が不足しています。これに輪をかけているのが、同国の深刻な水質汚染で、水汚染への恐

れからみんなペットボトルの水を飲むようになり、この 5 年でペットボトルの水価格が 2 倍に上がって

います。 
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 同国政府は現在、大規模淡水化プロジェクトを推進していて、塩水からの淡水生産量が 680,000 m3/日

になっています。同国政府は Caofeidian 港で淡水化し、 Hebei 省まで 270-km のパイプで送付予定で、

2020 年までに淡水生産量を 3 百万 m3 に引き上げる計画です。  

 

 これとは別に、不足する北京の水供給を補うために、北京に揚子江から水を送るという$29 億のプロジ

ェクトが行われ、これが完成すれば 2019 年の水需要は満たせる計画になっていますが、もっとも、汚染

された水が送られ、これはこれで問題になっています。すでに水不足で移住を余技なくされる人が中国

で出始めていて、北京郊外などの農家が、北京市民のために水を取られ、耕作用の灌漑用水が得られな

く、土地を捨てざるを得なくなっています。そういった農家が増えています。同じく、黄河下流も水が流

れなく、灌漑用水が得られなく、移住を迫られている人が出ています。 

 

インドは世界の淡水源の 4%しか無いのですが、世界の人口の 17%を養っています。水道が無い、ある

いは水道に水が来ないなどで、水を売るキオスクや ATM ができています。デリーでは水を売る ATM が

24 ケ所設置され、水道が使えない人向けに水を販売しています。一台のこの ATM は 500 リッターまで水

を保有することができます。 

 

インドの衛生設備未整備も深刻で、6.26 億人がトイレが使えない状態です。 

 

 世界で最も汚染された 10 大河のうち 5 つがアジアにあり、揚子江、メコン川、サルウェシ河、ガンジ

ス河、インダス河がその 5 河です。ガンジス川の支流であるインドのヤムナ河は汚染で泥の川と化し、酸

素が十分なく生物が住めない状態になっていて、UN-Habitat はこの川を死んだ河と宣言しています。昔の

日本の墨田川のようなドブ河になっていて、悪臭がすごい状態です。 

 

 カンボジア、インドネシア、フィリピン、ベトナムなど東南アジアの国は衛生設備が不適切で、そのこ

とによる経済損失は GDP に約 2%に昇ると試算されています。 

 

オーストラリア、ビクトリア州は水道民営化を開始し、オーストラリアでの水道の民営化が進んでいま

す。オーストラリアでは、中国人がオーストラリアの農耕地を買い占め、二酸化炭素排出権やオーストラ

リアの汚染されていない食料品を中国に輸出しようとしていることが問題になっています。また、中国

人移住者が多くなり、中国共産党の意向がかかったと思われるような政治的参入をしたり、水源を含む

土地の買い占めなどを行い、社会問題になっています。中国人の政治介入が強すぎ、排除できなく、もと

もとの白人オーストラリア人と軋轢が生じています。ひるがえって、日本も北海道などの水源が中国人

によって買い占められているのですが、日本ではあまり騒がれていないようです。水源を占領されてし

まったらどうなるのでしょうか？ 
 

4) 欧州欧州欧州欧州 

意外にも、各戸接続の水道を使えない人が欧州ではまだ 1 億人近くいて、適切な衛生施設が使えない

人が 6.6 千万人います。水道インフラの不整備による水損失はドイツでは 5%でしか過ぎないのですが、

ブルガリアでは 50%にもなり、水供給の不効率性が問題になっています。これは、旧ソ連邦時代に整備

されたインフラ設備が老朽しているにも関わらず、財政問題で適切に設備を更新していないことや都市

化対策に不備があることも原因です。 

 

有機栽培の方が農薬を洗い流すために使う水を節約できるというのが理由だそうですが、有機栽培に

切り替えるドイツの農家が増えています。 

 

EU の Common Agricultural Policy で、水不足や旱魃による被害を避けるために、もっとバランスが取れ

た水政策を行うように指令しています。その政策の一環として、スペインは世界で最初に政策策定に water 

footprint analysis を使っています。また、Malta, Cyprus, and Luxembourg が EU の水浴用水質基準を決めて

います。 
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ロシアは世界で最大の淡水資源保有国ですが、中国と中近東に淡水を輸出することを検討しています。

ただ、中国がバイカル湖にミネラル・ウォーター製造工場を建設しようとして、中国の業者があまりにも

多量に製造しようとしたこと、製造に際し汚染したために問題になっています。 

 

5)    中南米中南米中南米中南米 

中南米には淡水資源の 26%が存在するがのですが、人口は 6%でしかなく、一人当たりの淡水資源が豊

富な地域です。しかし、この地域の水需要は 2050 年までに 3 倍になるとされています。全体では淡水は

豊富なのですが、その配置はアンバランスで、この地域の 2/3 は乾燥地帯及び半乾燥地帯（中央メキシコ、

北部メキシコ、東北ブラジル、西北アルゼンチン、北部チリ、ボリビア、ペルーなど）です。そして、約

25%がこの水不足地域に住んでいます（主に、メキシコ、アルゼンチン、西海岸）。 

 

メキシコでは旱魃が大きな問題になっていて、この 70 年間で最悪と言われる旱魃で、メキシコの農民

は 2.2 百万エーカーの土地で採れる穀物が採れませんでした。 
 

 この地域の 68%の電力は水力発電に頼っています。その水力の元となる水はアンデス山脈ですが、地

球温暖化（及びアマゾン熱帯雨林消滅）でアンデス山脈に降る雪の量が減っている中、アンデス山脈の氷

雪の融解で十分な水が氷雪として山脈に溜まらなく、水量が不足し、水力発電が十分できないこと、農業

用水が不足すること、都市への給水が不足するなどのいろんな被害が出ています。例えば、ペルーは 60%

以上（約 1.8 千万人）が海岸地域に住み、その水源はアンデス山脈の氷河ですが、その氷河がもう 40%以

上損失したために、水不足に悩みつつあります。南米の氷河は、2030 年には標高 5,000m 以上のものしか

残らないとされています。 

 

乾燥地域ということだけではなく、水供給にも問題があり、プエルトリコは厳しい水使用制限を行うよ

うになっています。また、San Juan の 160,000 人の市民は 2 日に一回しか水供給を受けられない状態で

す。 

コスタリカは 2030 年までの上水及び衛生施設整備で$24 億を必要としています。また、チリは 5 つの

新規淡水化処理場を建設する計画で、$2.8 億を投資する予定です。エル・サルバドールは中央アメリカで

最も水不足に困っています。メキシコの水質は、現在は OECD 基準より下回っていて、その 85%を達成

しているだけですが、水道整備のための投資を進め、「2030 Water Agenda」計画によって 2030 年までに世

界標準にまで上下水道整備を高める予定です。こういった水需要への対応がなされているのですが、水

供給の不効率性が問題で、この地域の国は、犯罪や過剰人員も原因にありますが、漏水や水の不当利用で

年$60 億もの損失を出しています。UNESCO によれば、ブラジルの水道未収水率は 40%近くもあるそう

です。気候変動で水源の水量そのものが減っていることもありますが、主に水道システムの不効率のせ

いで給水が不足しがちで、何か有効なシステムにしないと、南米の大都市は 20 年以内に水不足に陥いっ

てしまうとされています。南米は、世界で最も早くかつ最も多く水道民営化が行われ、成功も失敗もして

います。その豊富な経験を生かし、もっと信頼でき、透明性の高い、統合的な水資源管理が必要とされて

います。 
 

この地域の衛生設備の未整備も問題で、南米の 1.25 億人の人々は衛生設備を使えない状態で、70%以

上の下水が処理されないで川に廃棄されています。 

 

6) 北米：北米：北米：北米： 

 地球温暖化の影響と言われていますが、アメリカ西部の乾燥化が進んでいます。カリフォルニア州は 4

年間旱魃が続き、農家は 25%使用する水を削減することを強要されています。また、米国南西地域では

旱魃が続き、農家、都市、電力会社で水の奪い合いが起きています。さらに、シェルガス採掘のための水

圧破砕用、農業あるいは民間企業活動での水利権独占や買い占めで都市給水など公共用利用に支障が出

ています。さらに、米国南西部での石油及び天然ガス採掘で、油田に注入するため水を大量に使い、ただ

でさえ不足気味なのにさらに拍車をかけています。Ceres investor network によれば、2011 年以降約 40,000

の石油及び天然ガス油田が採掘され、2/3 は水不足地域で、55%は旱魃地域にある油田で採掘が行われて



18 
 

いるそうです。さらに、乾燥地域でのシェルガス採掘のための水圧破砕用の水需要は、数年で 2 倍になる

と言われています。 

 

米国での火力発電は、農業用と同じくらいに淡水を消費し、一般家庭使用量の 4 倍も消費しています。

米国では 1kw の電力を発電するのに、冷却用に 25 ガロンの水が必要で、農業に次いで 2 番目に電力が

（水総消費の 39%）水消費が多い分野になっています。ただし、冷却後川に廃棄されるので、発電での蒸

発で失なわれる水の量は 1kw 発電するのに 2 ガロンです。農業用に使われた水は農薬等で汚染されてい

るのですが、火力発電の場合は汚染されいません。石油採掘用の水は地下水汚染が懸念されています。石

油探索で、ドリルで穴を開ける際にも多量の水を使い、その水は川に流れるが、泥水です。 

 

米国環境省（EPA)は「 Clean Water Rule」を発表し、川や湿地帯の汚染を抑制しようとしています。こ

の法律は米国の川や湿地帯の 60%に適用され、117 百万人の米国人が守られるそうです。また、EPA はシ

ェル石油採掘等で用いた水の廃棄前処理に関するルールを提案中です。US Geological Survey と EPA は誘

発地震のモデルに関する報告書を準備（2015 年末発表）し、鉱山破砕水管理に関する法律を準備してい

ます。これは、類似の環境汚染に直面している国に有用と思われます。  

 

上下水道施設の老朽化（225,000 以上の上下水道施設が毎年破損している）に対し、連邦政府はその修

理や改修のために基金を準備中です。老朽した水道設備のために約 20%の飲料水が無駄に失われていま

す（無収水）。EPA によれば、2011 年から 2030 年までに、上水道システムの修理に$3,840 億が必要と試

算しています。実は、上下水道施設の老朽化と、修理のための予算不足は日本でも深刻な問題になってい

ます。 

 

米国はもう 1970 年代のようには水を使えなくなっていて、30 州以上が隣州と水利権で係争していま

す。また、約 30%以上の米国市民は 2017 年以降、水不足に陥いています。米国インディアンの約 13%が

水道や下水を使えなく、平均して米国人の 0.6%しかそんな人がいないことに比べ比率が高いことが問題

視されています。 

 

五大湖周辺の市の市長たちが「Sister Waters」というグループを形成し、中部地域の市長たちと水管理

に関する情報交換や技術交換を実施し、市の水道政策改善に役立てようとしています。 

 

カナダは世界の淡水源の 20%を持っていて、そのうち 7%は湖川水です。カナダは、2013 年の水輸出禁

止法（Transboundary Waters Protection Act）で水をバルクで輸出することを禁止しましたが、ボトル詰めの

ミネラル・ウォーターはこの限りではなく、一日 50,000 リッターまで輸出できます。 

 

シェルオイル採掘のための水消費が多いことが問題になっていて、西カナダのシェルオイル層での採

掘で、メガワット分の採掘に 20–45 立法メーターの水を使っています。これは従来の石油採掘の約 10 倍

にも当たる量です。 

 

カナダは現在水不足にはなっていませんが、将来に備え、保有地下水マップを政策策定者（地方政府な

ど）に提供し、水不足防止に役立てようとしています。淡水資源が豊富ということもあり、今まではカナ

ダ政府は水の保護にはあまり関心が無かったのですが、政府の農業用水政策は、保護政策（水の保全）に

変わっています。 

 

北米は欧州に比べ、一人当たりの水消費が 2.5 倍とまだ贅沢な使い方をしています。 
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