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潮位計データによるとグローバルな海面水位は過去半世紀にわたって上昇してきた。海

洋の熱膨張、氷河の融解やグリーンランドと南極の氷の消失が最も寄与していると一般に

は考えられてきた。しかし、それらの寄与は観測された海面水位の上昇を完全には説明で

きていない。陸域貯水量の変化は海面水位に影響している可能性が高いが、この寄与、特

に人間活動を通じた寄与の包括的で信頼性の高い推計は不十分である。そこで、グローバ

ルな陸域(グリーンランドと南極を除く)の水の貯留量と流れがシミュレート可能で、特に貯

水池操作や灌漑をも考慮している統合モデルによって人間活動が陸域貯水量に及ぼす影響

に起因する海面水位の変化を推計した。非持続的な地下水利用、人工貯水池への貯水、気

候の変動に伴う陸域貯水量の変化や閉鎖水域からの水の消失など合わせて 1961 年から

2003 年の間に平均 0.77mm/年、観測された海面水位上昇の 42%に寄与していることがわ

かった。それらの中で、非持続的な地下水利用がもっとも寄与している。 

世界の海面水位変化(SLC)は広く議論されてきた。なぜならそれは海洋の熱膨張、地球温

暖化に伴う氷河の融解、そして土壌水分、地下水、雪や自然の湖や人工貯水池に貯えられ

た水などの陸域貯水量(TWS)、様々な天然の要因・人工的な要因に影響されているからであ

る。潮位計による観測ではグローバルな海面水位の上昇は 20 世紀の後半に 1.8mm/年とな

っている。気候に関連した要因(海洋の熱膨張、氷河や氷帽の融解、そしてグリーンランド

や南極の氷の消失)の寄与は 1.1mm/年と(訳註: IPCC 第 4 次評価報告書等では)推計されて

いて、0.7mm/年分は説明できずにいた。気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の第 4 次評

価報告書では、海面上昇の収支はまだ満足のいくほどにはつじつまがあっていなくて、そ

れは主に人間活動に起因する TWS の変動(例えば人工貯水池への貯水や地下水の枯渇)の寄

与に大きな不確実性があるからだと結論づけている。より最近の文献ではそうした人間活

動影響の重要性が支持されている。 

2 つのもっとも重大な人為的影響のうち、人工貯水池(全球の容量 8,000km3 以上)は大量



の水を陸に貯水することによって海面水位の低下をもたらす。対照的に、非持続的な地下

水利用(地下水の枯渇)は海面水位の上昇に寄与してきた。なぜなら、その地下水系(訳註：

化石水と呼ばれるような、現在は表層からの涵養、浸みこみがほとんどなく、汲み上げて

使ってしまったら二度と戻らない帯水層の水)から汲み上げられた水の多くは最終的には海

洋に流れ込むからである。いくつかの研究では人工貯水池への貯水と地下水の枯渇が SLC

に及ぼす個々の影響が推計されている。それらの研究では貯水池への貯水の寄与は最大貯

留容量に基づき(すべての貯水池が 85%満たされていると仮定して)推計されていて、また、

地下水取水による陸域貯水量の他の要素の変化を算定することなく各地域固有のデータセ

ットに基づいて地下水の枯渇量が推計されていた。別の研究では様々な陸域貯水量の要素

の寄与のより包括的な推計値が示されているが、それらは水収支の算定に基づいている。

このように、特に人間の水利用を通じた陸域貯水量の変化に起因する海面水位の包括的で

信頼性のある推計は不十分である。 

ここでは、様々な人間活動要因によって引き起こされる陸域貯水量の変動に起因する海

面水位の変化の包括的な推計値を統合水資源アセスメントモデルによって提示した。この

モデル研究は人工貯水池と非持続的な地下水利用が海面水位に及ぼす寄与に主な焦点があ

てられているが、気候の変動に駆動された陸域貯水量の変動をもたらす他の要因も追加的

に考慮されている。人為的な陸域貯水量の海面水位への寄与によって IPCC 第 4 次報告書

で報告された海面水位収支の食い違い(訳註：観測と地球物理学的推計値との間の説明でき

ていない差)が部分的にでも説明できるかどうかという重大な問題についても精査した。こ

こで使用された統合モデルは様々な人間による水管理モジュール(例えば貯水池操作、灌漑、

取水、環境用水需要など)を陸面モデル(LSM; 訳註：太陽からの放射エネルギーや降水量な

どの気象条件に基づき、エネルギーや水の物理的な収支を満たすように解を求め、地表面

での水の流れや貯留を算定する数値シミュレーションプログラム)に調和的に組み込んだも

のである(詳細は手法を参照)。 

貯水池での貯留量はここでの調査の主要な要素のひとつなので、モデルによるシミュレ

ーションを利用可能な観測値と比較することにより、ここで得られる結果が頑健で信頼に

足りることを示す。シミュレートされた陸域貯水量の平均値からの偏差(TWSA)を重力回復

気候実験衛星(GRACE)による測定値と比較した結果によると、高度に管理されている河川

流域では人工貯水池を考慮した方が陸域貯水量のシミュレーションの精度は向上する。パ

ウエル湖(アメリカ合衆国)、ナバホ(アメリカ合衆国)、シリキット(タイ)といった貯水池に

対してシミュレーション結果が観測貯水量変動を良く捉えていることから、操作ルールが

適切であることが示されている。今回これらの評価を再度行い、統合モデルは平均的な貯

水池貯留量をそれなりに良くシミュレートしていることが確かめられている(付属資料

Fig.S5)。 

ポカレル等は人為的水管理モジュールのモデルへの組み込みによって高度に管理されて

いる河川流域では流量シミュレーションが飛躍的に改善されることを示している。それほ



ど管理されていない流域でも、このモデルは観測された陸域貯水量の偏差を適切にシミュ

レートしている。さらに、貯水池貯留量をモデルで表現すると、アンガラ、チャーチル、

サオフランシスコといった多くの流域で陸域貯水量の偏差のシミュレーションが改善され

ることも示されている。これらの評価は陸域貯水量変動が海面水位変化に及ぼす寄与の推

計にこの統合モデルを用いることの裏付けとなる。 

図 1 は 1951 年~2000 年に関する NCC-HI(すなわち、NCC と呼ばれる外力データセット

を使い、人間影響”HI; human interventions”を考慮したシミュレーション)結果に基づく

様々な陸域貯水量の要素が海面水位変化に及ぼす積算の寄与を示したものである。以下、

報告されている最大貯水容量とシミュレートされた現実的な貯水量をそれぞれ「容量」お

よび「貯水量」と呼ぶことにする。世界の海洋面積(3.61x108km2)で平均すると、1951～2000

年の容量と貯水量が海面水位低下に寄与した積算量はそれぞれ 22mm と 15mm である。貯

水量は雨季と乾季で著しく変化するので、容量と貯水量の寄与のこの大きな差はもっとも

らしい。最大容量の 85%が目標の場合、大きな貯水池は年平均では 70％満たされていて、

季節内変動としては容量の 60~85%で変動している。貯水池から周辺の山体への浸出を考慮

すると、貯水容量と貯水量の寄与の積算は 31mm と 21mm になる。これらの寄与が大きく

10 ㎜も違うのは、繰り返しになるが、貯水池の最大容量と、シミュレートされた現実的な

貯留量との違いである。 

シミュレートされた非持続的な地下水利用は 1951~2000 年の平均で 359km3/年である。

非持続的な地下水利用のうち 97%は海洋へ到達する、という仮定に従えば、海面水位上昇

の積算値は 48mm になる。気候の変動に駆動された陸域貯水量の変化(土壌水分、積雪、そ

して河川水、ただしグリーンランドと南極は除く )が海面水位変化に及ぼす寄与は

1951~2000 年で 8mm である。これは既報告の値に比べると高くなっている。ちなみに、

土壌水分の貯留には、灌漑による土壌水分の増加分も含まれている。図 1 に示されている

通り、気候の変動に駆動された陸域貯水量の変動には顕著な年々変動および 10 年単位の変

動があるものの、長期的な効果は他の貯水池や地下水汲み上げなどの陸域貯水量変化に比

べると小さく、既存の研究成果と整合的である。 

アラル海のような閉鎖水域では特に、消費的な水の利用の増大がもたらす灌漑システム

からの正味の水の損失によって灌漑もまた海面水位変化に影響を及ぼす。アムダリア川、

シルダリア川という主要流入 2 河川からの灌漑用取水による流入量の正味の減少による寄

与は、500km3(1.4mm の海面水位変化に相当)であることがわかった。既往研究の結論と同

様に、例えばカスピ海のような他の大きな閉鎖性水域からの水の損失の影響は相対的に少

ないことが示されている。従って、灌漑によって引き起こされる閉鎖性流域からの水の損

失の正味の影響はむしろ小さい。 

異なる全球降水量外力データセットを用いて、陸域貯水量が海面水位変化に及ぼす影響

の不確実性が評価された。繰り込み図は 4 つの異なる降水量データセットに基づいて

1981~2007 年に関して推計した結果である。灰色の影は海面水位変化推計値の不確実性(4



つのシミュレーションの標準偏差の 2 倍)を示している。様々な降水量データはシミュレー

トされる陸域貯水量と非持続的な地下水利用に顕著な不確実性を引き起こすことがわかる。

陸域貯水量が海面水位変化に及ぼす正味の影響は 1981~2007 年では 20.8±6.7mm(地下水

26.1±4.1、気候の変動による陸域貯水量 0.1±3.2 そして貯水池貯留-5.4±0.6mm)である。

すなわち、陸域貯水量が海面水位変化に及ぼす正味の影響の降水量外力に起因する不確実

性は 3 割にも上る。 

ここで推計された正味の海面水位変化を IPCC 第 4 次評価報告書で報告された海面水位

収支の残差の値と比較できるように、1961~2003 年を対象期間としてとりまとめた。図 2

のように、海面水位変化への正味の寄与は 0.77mm/年(地下水 1.05、気候の変動に伴う陸域

貯水量 0.08、貯水池貯留-0.39 そしてアラル海 0.03)であり、これは観測された海面水位上

昇の 42%を説明し、第 4 次評価報告書で説明がつかなかった海面水位変化(0.70mm/年)に匹

敵する。海洋の熱膨張(~0.42)、氷河と氷帽の融解(~0.5)、そしてグリーンランドと南極の氷

の消失(~0.19mm/年)など個々の寄与分が図 2 には示されている。この図からわかる通り、

近年の陸域貯水量の海面水位変化への高い寄与は主に地下水利用の増大と、気候の変動に

駆動されたより大きな陸域貯水量変化によるもので、後者は外力に大きく左右される。さ

らに、貯水池への貯水量は近年頭打ちになり、海面水位上昇を打ち消す効果は減ってしま

った。対照的に、地下水枯渇の寄与は単調増加しつつあり、将来的にもこの傾向は続くで

あろう。その結果、21 世紀の潜在的な海面水位上昇に関する懸念をより高めることとなる

だろう。地下水汲み上げに比べると、気候の変動に駆動された陸域貯水量変化は海面水位

変化に長期的にはより小さな寄与でしかない。しかし、この推計値は利用する降水量デー

タに極めて影響されやすい。 

本研究は徹底的な検証を行った最新のモデルに依拠しているが、いくつかのモデル上の

仮定が結果にある程度の不確実性をもたらしている可能性がある。特に、非持続的な地下

水利用の推計値は既往の推計値よりも大きい。おそらくこれは需要が満たされるまで際限

なく地下水が取水されるからだろう。地下水資源の利用可能性に関するグローバルなデー

タセットが欠けていることがこの仮定の主な原因である。しかしながら、大量の地下水を

使っている多くの国々に対してモデルの結果はもっともらしい範囲内にある。他のいくつ

かの研究ではより小さなグローバルな地下水の枯渇量を推計しているが、ここで利用され

たような統合モデルによるやり方とは異なる手法がそれらの研究では用いられていた。例

えば、Wada 等による推計値は乾燥地域と半乾燥地域に限られ、地下水取水量のデータとモ

デルで計算された涵養量に基づいている。これに対して Konikow はいくつもの異なる手法

をいくつかの地域の地下水枯渇の計算に適用した。そのため、異なる地下水枯渇の推計値

間には大きな違いが存在している。さらに、汲み上げられた地下水量のほぼ全て(97~100%)

が最終的には海洋へ流れ込むかどうかも不明である。地方スケールや地域スケールでは灌

漑に用いられた地下水は土壌水分といった他の貯留水量の変化を引き起こすかもしれない。

そうした効果は我々のグローバルモデルでは部分的に算入されている。従って、動的な地



下水やポンプ取水過程を正式に表現するようにモデルシミュレーションを改善することや、

気候モデルとの相互作用をもったシミュレーションにより、非持続的な地下水利用の海面

水位変化への寄与のより正確な推計をすることができるだろう。 

潜在的に海面水位変化に影響を及ぼす可能性のある他の要因(例えば湿地の排水、大気中

の水蒸気量の変化)はここでは考慮されていない。しかしながら、それらの要素の海面水位

変化への寄与はいずれも比較的小さい。森林伐採と都市化の影響は時間変化する土地利用

変化データセットを利用することによって部分的に取り込まれている。そうした限界はあ

るものの、人間活動と気候の変動に駆動された陸域貯水量の変動が海面水位変化に及ぼす

寄与の包括的な推定値を、グローバルな陸域水循環に影響を及ぼす主要な人間影響を考慮

した最新の統合モデリングの枠組みを用いて示すことができた。海面水位変化への人為的

な陸域貯水量の寄与は甚大であり、観測された海面水位上昇への陸域貯水量変化の寄与の

うち、地下水による寄与が主要であることが我々の結果で示された。海面水位変化への正

味の人為的な陸域貯水量の寄与は、IPCC の第 4 次報告書によるとまだ十分にはつじつまが

合っていないとされた海面水位収支の不明分を説明できる可能性がある。 

 

 

図 1: 陸域貯水量が海面水位変化に及ぼす影響。TWS(陸域貯水量)には気候の変動に伴う土

壌水分、河川水、そして積雪水量の寄与(初期値に対する相対的な変化として示されている)

と灌漑による土壌水分の変化が考慮されているが、人工貯水池の貯水量は別途示されてい

るので除かれている。繰り込み図は4つの異なる降水量データセットに基づいて1981~2007

年に関して推計した結果である。灰色の影は SLC(海面水位変化)推計値の不確実性(標準偏

差の 2 倍)を示している。明確化のため、正味の SLC への寄与の不確実性はエラーバーで表

現されている。 

 

図 2：観測された海面水位変化への様々な寄与の推計値。IPCC 第 4 次評価報告書と本研究

の推計値は 1961－2003 年に対して、他は 20 世紀後半に対してだが、Wada et al.について

は 1960－2000 年に対する推計値。エラーバーは第 4 次評価報告書の海面水位収支の残差

の不確実性の幅を示す。Chao et al.の結果には貯水池から周囲への浸潤に伴う損失が含まれ

ているが、Lettenmaier and Milly にはこの損失分は含まれていない。 
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図1: 陸域貯水量が海面水位変化に及ぼす影響
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図2:観測された海面水位変化への様々な寄与の推計値

本研究 他の研究IPCC第4次評価報告書
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