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Goal 13: Take urgent action to combat
climate change and its impacts

“お気軽に お茶を呑みながら
温暖化に関する小さな学習会”
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岡崎さんから
昨秋、多数の洪水災害が発生しました。

おんだんカフェ vol. ３

「気候変動と札幌の水害リスク」
AD2020.1.28.

都市の水管理の視点から、

小林 三樹
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問題点・課題・私達に出来ることなどを
話し合いたいと。
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福は内！⻤は外！
都市札幌に
住む人々。
EGO市民から
ECO市民へ？

上・下流域の洪水は町に
入らないでくれ！

札幌市は 水に関して世界でも特異な大都市だ。
197万の大都市が豊平川1本に飲料水のほぼ全量
（98%）を依存し、十分な水質・水量の水道水を供給でき
ている。
上流は森林に覆われ、都市も工業地帯も農業地帯もな
いので、人為汚染の無い「無垢の水」を利用できる。

清潔な飲み水を十分に
確保し配ってくれ !

他国と他地域の「水」で生産され
た食糧品や工業製品を大量に
消費して暮らし続けたい！

水辺は 欲しい

下水は 外へ出て
行ってくれ !

豊平川に農業用水利用がない（かつては札篠土地改良
区の水利権があった）（食糧のほぼ全量を外部から）。

雨水と雪も 邪魔だから外へ出て行ってくれ！
⇒下流の町や畑に溢れる

下流に都市は無く、取水利用者もない。
大量の雨水をも、下流を気遣わずに放出している。

【身勝手だが市民として当然の欲求か？】
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気候が変化し、降雨パターンが変わってきた。
＝激しい雨（降雨強度）、
局所に停滞し長く続く雨（降雨継続時間）
降雨（降雪）の時期が ずれる
市街地の土地利用が大きく変わってきている。
舗装と建物で覆われ高密化、
緑地・空地などが減り
⇒浸透できない雨水は地表を流出。
池・湿地・小川など 雨水を受け止め
貯留・調整していた機能が減退。
⇒都市内の低地部・下流地域に浸水！

【市内でも加害側市民と被災市民が乖離
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平均的水収支は日本全域で いつも
プラス（その分ﾏｲﾅｽの地域が）
⾬と雪 1600〜 約 1/3 だけが蒸発散

（800mm/an.）

冬
日本国土平
均年降水量
1700mm/an.

1750mm/年

約 1/3 が洪水時に
海へ
残りの約 1/3 が利用できている。

川 の 流 れ
可能蒸発散量= 500～
950 mm/an
夏
日本の水収支はどこでも
（3500mm/an）
常にプラス。
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】

地下へ浸透
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地下⽔の流れ

日本はｱｼﾞｱﾓﾝｽｰﾝ地域にあるので、
多雨・豪雨災害を問題にしていますが、

異常気象の影響（ 視点により＋もーも）
1) 極端な現象の頻発（猛暑→ 死亡。日照り→不作・餓
死。豪雨→氾濫災害。大嵐→倒壊・氾濫・・・）
2) 季節の狂い（極値や継続日数）。（開花結実、媒介昆虫、

• その分、反対側では 寡雨・過度の乾燥・乾期
の長期化等により、農作物稔らず・家畜の脱
水死 ⇒ 食糧難・人と家畜の衰弱死・病死⇒
政情不安・内戦・難民大移動・自国主義・国際
紛争などの背景になっています。

捕食関係、農漁業、行事、祭・・・）

3) 気候帯（居住・営農・生態分布・・・）の変化→
4) 食糧不足、山火事、洪水暴風雨災害→

• 【多くの日本人は乾燥地に無関心ではないか】

対策を講ずる余裕のない国々と人々を一層苦し
め→貧困・内紛・環境難民、世界の不安定化の
因に【乾燥の激化には日本も加害者だ】

• 気候激変は種々の水課題を介して、人類社会
の平穏な存続を危機に曝しています。
9

10

温暖化の進行による水災害
• 蒸発散量・水循環量が地球規模で増大。
• 短時間降雨強度、降雨継続時間の局地的増大、熱帯
低気圧の巨大化⇒洪水被害、土壌流亡、農地劣化・・・。

• 逆に乾燥地域では

全体に暖かになった⇒ の
熱バランスが失調し、

極端な現象（猛暑、乾
燥、大雨・強雨、暴風な
ど）が高頻度で出現

• 乾期の長期化、乾燥地域の拡大⇒動植物餓死枯死・
食糧生産量低下、食糧難・社会不安⇒難民増加・・・。
• 熱波・高温化⇒山火事の頻発、大気汚染、衰弱死・病
死の増加、伝染病増加、生物多様性劣化、GHG放出、
CO2吸収力低下、地表面固化・透水性低下・・・。

Climate Change
The Climate Edge
Stage Shift

• 海面上昇、氷河融解、積雪期の短期化等は割愛。

Climate Un-Justice
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CO2削減に真剣に取り組まねば、
気候変動はさらなる不均衡へ

水蒸気は引力から逃げられず、約10日で
大気圏を循環している。

• サヘラ地域での干天傾向は２０年も進行中！
• 北アフリカ西部・中部での干ばつ、イナゴの大
発生 → 深刻な食糧不足。内戦。
• 米西部・豪州・ｽﾍﾟｲﾝ・中央ｱｼﾞｱ等での山火事。
• 地下水の過剰揚水＝化石水の費消（子孫に
残すべき水資源の枯渇）。
• 土壌への塩分集積⇒土壌疲弊・農地減少。
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Hadley cell

乾燥帯

乾燥帯
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全球を平均して年間1m蒸発し、１mの雨が降る。

赤 道

熱帯雨林

赤 道

年
間
1m
Alidity=降水量
実測値/ 可能蒸
発散量の30年
平均（19511980）

が、その降り方の不均等たるや10m/年から0.0mm
まで。 地球表面の3/4は水面（海71%, 湖沼3%）.
降らない地域には、温暖化が進むと益々降らない！

© World Atlas of Desertification
15

16

温かい海で生ずる熱帯低気圧が
大量の水を運び豪雨をもたらす。

温い海面から
強い蒸発

© ミツカン「水の文化」 56号（2017.6）
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CO2濃度が２倍になった時に想定される
熱帯低気圧の中心気圧

ﾊﾘｹｰﾝ発生
台風発生
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ｻｲｸﾛﾝ発生
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アラル海の流域では食料や綿花の増産を狙ってソ
連が灌漑施設を整備⇒蒸発量増大⇒湖沼の消滅へ

Fertile crescent area have rich sunshine and had appropriate
condition to incubate ancient civilization.

アラル海

○

り
つか
ぶ
ヤに
ヒマラ ジアへ
ア
東南
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綿花栽培は大量
の水を消費する。
⇒綿織物も大切に
使うべき！
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消滅に瀕すアラル海 1973～2001

アラル海は大海に出る
ことなく蒸発。流域には
ｳｽﾞﾍﾞｷｽﾀﾝ、ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ、
ﾄﾙｸﾒﾆｽﾀﾝ、ﾀｼﾞｷｽﾀﾝ、
ｷﾙｷﾞｽ、ｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝ。
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Yamuruk River, Syria / Jordan border

蒸発一方の死海の水位は年間１ｍづつ
低下、現在は 海面下４１０ｍ

ゴラン高原（シリア領だが、イスラエル
が水確保のため占領中

King Abdoula Canal

Umm Quis, Jordan
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水中の溶存物質濃度
（TDS; Total Dissolved Solids, 蒸発残留物, 塩分)
死海 350,000 mg/L (28～35 ％)
冬の九州四国南方海域表層 34,800 mg/L
冬のオホーツク海表層 32,800 mg/L

蒸発し尽くすと、水中に溶解していたミネラル分
（ CaCO3, CaSO3, NaCl 等 ）が固形化⇒岩塩に。
塩分が濃くなった水は浸透圧が高く、作物が限定され、
枯死・石膏化を招くが、希釈水がない。

エジプト農業省指針；1000mg/L 以下を推奨
綿花・小麦は3000が限度、米・南瓜は1300限度、ト
マト・空豆は1000以下、じゃがいも・トウモロコシは
700以下、人参・玉葱・いちごは500以下を推奨。

塩 沙 漠

WHO飲料水基準は1000以下。エジプトの水道水基準
は1,500 mg/L以下。
日本の水道水基準は500以下、実際の水道水は50～
200. 札幌市の水道水は70～100 mg/L (季節による)
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（砂漠・岩漠・土漠）

28

チャド湖

○
チャド湖も海に出ず蒸発！
流域には ﾁｬﾄﾞ・ﾆｼﾞｪｰﾙ･ﾅｲ
ｼﾞｪﾘｱ･ｶﾒﾙｰﾝ。
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水辺の縮小⇒農民と牛は少しでも草のある所へ
移動⇒移動先の遊牧民・農耕民と争いに
⇒ 紛争・環境難民の発生

チャド湖は急速に縮小し、漁民は失業し貧困化⇒
⇒ 気候難民（vs人権難民・宗教難民）
Desert encroachment

N'guigmi, 1500 km east of Niamey (Niger), used to be a lakeside town up to about 20
years ago, now it is 100 km away from Lake Chad's shores. and between them sand
o c c u p i e s
t h e
p l a c e
l e f t
b y
w a t e r .
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lMigration of farmers and cattle
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乾燥が進み地下水位は
年々 深くなっている

地下水位が低下し、175m下からラクダに曳かせ
て水を汲み揚げている！ （ﾌﾞﾙｷﾅﾌｧｿ）

Hydraulique rurale

Bulkinafaso; Puits de pronfondeur 175m et
de diametre interieur 1.80m
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水は真っ先に牛へ （マリ、牛50L, 人10L/日）

井戸に水が溜まるのを何時間も待つ
（マリ）

Mali; Hydraulique rurale

35

36

Congo PDR, Robert,
2010（コンゴ民主
La gestion
de l’eau:
主義共和国（旧ザイール））
• La responsabilisation des usagers;
• Le non gratuité de l’eau.
札幌でも昭和30
年代までは。
需要に供給が追
い付かず。

37

38

毎日の水汲み水運び
で学校に行けず。

井戸水を汲んで売りに行き家計維持。
学校に行く時間は無い。（ルクソール）

い→・・・・・・・
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北海道新聞
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2019.8.9.

2012.8.21.
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2015.5.6
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Quantité d'eau nécessaire à la
production de 1kg de produits
agricoles et d'élevage.

15,000L

日本の仮想投入水総輸入量（東大 沖大幹）

日本では外国の水で育てた穀物や肉や
綿花を大量に輸入している。
が その輸
その他：33
出国の水は必ずしも豊かではない。
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日本への品目別
仮想投入水量
（億m 3/年）

牛乳・乳製品
22 13 工業製品
鶏肉 25
145

36

どの食糧を育てるにも現地
の水を大量に消費している。
日本で食べ物を無駄にして
はいないか？

22
13
3
3

豚肉

とうもろこし

389
140

89

大豆

25

121

小麦

20

大麦・裸麦

総輸入量：640億 m 3/年

牛肉
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米

94

日本国内の年間灌漑用水使用量：570 億ｍ３/年
（三宅、2002、佐藤、2003、Oki et al., 2003）

(日本の単位収量、2000年度に対する食糧需給表の統計値より)
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熱波

欧州で猛暑

極度の乾燥が山火事
を誘発している

独やチェコで
史上最高39℃,
仏では命の危
険 【BBC】

オーストラリア南東部
米国 カリフォルニア州
ブラジル国アマゾン上流域
カリマンタン泥炭火災・・・

2019.7.27.
Source:
ERCC/WMO
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