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スマイル会 2021 年 2 月、Zoom Meeting その２ 

                               2021 年 2 月 25 日 

                               梅 津 寿 一 

 

グレタ・トゥンベリさんへの 1 つの解答（続き） 

 

はじめに 

＊ パリ協定の目標、産業革命の頃から 2℃の上昇に抑えるでは、「4 億人が水不足に見舞わ

れ、赤道帯に位置する大都市は居住に適さなくなる・・・p2」と、ディビッド・ウェル

ズが言っているが、気温の上昇だけでなく、水不足による食料減産の影響を見なければ

ならない。 

人口増加によって、あらゆる場所で食料増産が図られ「水の惑星」「青い星」と言われて

きた、この地球が褐色の惑星になりつつある、と言える。この危機を乗り越えるために

は、水利用の効率化と共に人口増加を抑えるという、人類にとっては最も難しい選択を

迫られている。 

＊ 昨年からのコロナ禍に象徴される未知の病原菌による健康被害等による死亡、或いは食

料不足による飢餓による死亡などによる人口調整を待たず、この「閉ざされた世界」が

許容しうる人口に抑え・収斂してゆくことを、この地球上の一人一人が考え・実践し、

政治の世界にモノ申していかなければならないと思う。 

＊ 昨年（2020 年）8 月に和訳出版された、レスター・ブラウンの「カウントダウン」を照

会したい。原著は 2019 年 3 月に出版されているので、このコロナ禍については触れら

れていない。 

 

世界の水が消える時代（カウントダウン） 

＊ 深刻な水不足の時代に突入。全米科学アカデミー（NAS）によると、2015 年から 2030

年までに世界の一人当たりの利用可能な水の量は 18％も減少する見通しだ。これは、人

口増（年に 8300 万人増）と地下からの過剰な水のくみ上げによる。 

 

＊ 人体一日当たり必要とする水の量は          4 リットル 

人体一日当たりの食糧生産に必要な水の量は    2000 リットル（飲料水の 500 倍） 

 

＊ 世界の人口が 2015 年の 73 億人から 2030 年には 85 億人に増加する中で、食糧生産の

ための水を追加しなければならない。 

近年、世界の主要な帯水層のほとんどで過剰な揚水が行われ、その結果、多くの帯水層
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が干上がり始めている。 

    注：帯水層――地下水で満たされた地層。地下水は地球上の淡水の 31％（約 1100 

万㎦）を占め、河川・湖沼（10 万㎦）の 100 倍以上の量になるという。その他

の大半は南極の氷・氷河など。 

 

＊ その予兆は、近年のアラブ中東地域、イラク、サウジアラビア、シリア、イエメンなど

で何が起きているかを見ればよい。4 か国の人口は 1 億 1300 万人で、その穀物収穫量

の合計は 2003 年に 1400 万トンでピークに達した。これが 2016 年には 900 万トンに減

少している。13 年間で 36％も減っているのだ。 

こうして、この地域は世界で初めて、「帯水層の枯渇によって収穫量が減少し、食糧供

給を世界の他の地域に依存する」地域となった。 

＊ 三大穀物生産国である中国、インド、米国の収穫量を合わせると、世界の穀物収穫量の

約半分になる。 

14 億近い人口を抱える中国では、2016 年後半、政府が水を汲み上げ過ぎて乾燥が進む

中西部から膨大な数の人々を東部に避難させると発表したと伝えられている。それ以降

大規模な水移民の流れが始まっている兆しを目にするようになった。中国政府は、国内

のゴルフコース 683 か所をすき返す計画も発表して、世界を驚かせた。2017 年半ばま

でに、この国のゴルフコース 111 か所が耕されて穀物畑となった。残る 572 か所もこれ

に続く予定だ。 

＊ 人口 13 億 1000 万のインドは深刻な状況に陥っている。地下水位はほぼすべての州で

低下しつつある。インド北西部では、帯水層の涵養速度の 15 倍の速さで水を汲み上げ

ており、世界で最も急速に地下水位の低下が進んでいる。このまま毎年 1400 万人ずつ

の人口が増え続けるのなら、このような帯水層の急速な枯渇に伴って高まる政治的圧力

に、インドは乗り切れるのかということである。 

＊ 米国も深刻な水問題に直面している。米国の広大なハイプレーンズ帯水層は、オガララ

帯水層として広く知られ、ミシシッピ川とロッキー山脈の間の南側の大部分の地下に広

がるものだが、涵養速度の 12 倍もの速度で汲み上げられている。この帯水層の外縁部

に掘られている灌漑用の井戸は、米国の穀物収穫量の１/3 近くを支えているが、干上が

り始めている。 

もし、穀物を 100 か国ほどに輸出する世界の穀倉地帯たる米国が、長期的な食糧安全保

障に鑑み帯水層を枯渇させ続けるのは好ましくないと判断したら、どうなるのか？ 

つまり、過剰揚水はやめることになり、米国の穀物生産量は減少し、穀物の輸出は激減

することになる。穀物輸入国は食料不足に陥り、世界の食糧価格は高騰するだろう。 

すると、何が起きるだろうか？ 

世界中で、人口が拡大し続ける中、水不足によるストレスが現れ始めている。 

2017 年の世界の穀物収穫量は 25 億 9300 万トンから 6200 万トン減少し、2.4％減とな
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った。中国国内では、中西部から膨大な人口が避難し、それに伴ってこの辺りの耕作地

が放棄されている。よって、同国の減少しつつある穀物収穫量は今後数年でさらに落ち

込みそうである。世界トップの穀物生産国の座を中国と争っている米国も、水不足が広

がることで穀物収穫量が減少する可能性が高いだろう。 

この先に生ずる水不足による食料不足は、現代文明がこれまでに直面した中で、最も困

難な課題を突き付けることになるかもしれない。手に負えないほどの食料不足となる前

に、水不足に対応する世界戦略を早急に作り出さなければならない。 

 

世界の水不足の広がり (p3) 

＊ 灌漑用水を含めた人口一人当たり年間・利用可能水量（国連基準） 

 ①十分な状態にある国      1700 ㎥/head 以上 

 ②水ストレス下にある国     1700～1000 ㎥/head 

③慢性的な水不足にある国    1000～500 ㎥/head   エジプト（660 ㎥） 

④危険なまでの水不足にある国  500 ㎥/head 以下    中国（400 ㎥） 

 

＊ 2015 年米国水道協会（AWWA）のジャーナルに掲載された論文によると、「国連データ

を始めとする様々な国と地域の推定値から 2025 年には、水不足による移民は 2 億人に

まで達する（水問題アナリスト・ロジャー・パトリック）。」と報告された。 

 

急増する人口、縮む帯水層 

＊ 世界で多くの湖沼や河川が姿を消している。同時に、地下水が失われ、地下水位が低下

しているのだ。米国航空宇宙局（NASA）は 2015 年 6 月 14 日、10 年間にわたり衛星

を使って世界最大規模の帯水層 37 か所の変化を調査した結果を公表した。報告による

と、21 か所が過剰揚水のせいで縮小しつつあり、なかでも「気がかりなほど急速に」縮

小しつつある 13 か所の帯水層も示された。 

しかもそれと同時に、世界人口が年に 8300 万人ずつという過去最大の伸び幅で増大し

ているのだ。 

＊ 世界で最も深刻なストレス下にある帯水層の一つがインダス川流域の帯水層である。 

インド北西部にあり、パキスタンと共有している帯水層だ。 
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この帯水層は現在、飲料水と灌漑用水を推定 3 億人の人々に供給している。しかし、表

に見られるように、揚水速度と涵養速度の比が 15 対 1 であり、世界の主要な帯水層の

中で最も急速に地下水位が低下している。 

＊ 米国の穀物生産のための 30％の灌漑用水を提供しているのが、ミシシッピー川とロッ

キー山脈の間、ネブラスカ州南部からテキサス州まで広がっているハイプレーンズ帯水

層で、これも縮小しつつある。グレートプレーンズの 8 州（サウスダコタ、ワイオミン

グ、コロラド、ネブラスカ、カンザス、オクラホマ、ニューメキシコ、テキサス）の全

域または一部に広がっているが、農家は今や涵養速度の 12 倍の速さで水を汲み上げて

いる。 

カリフォルニア州のセントラルバレー帯水層では、揚水速度と涵養速度の比が 2 対 1 で

ある。 

 

＊ ここ数十年、気候変動がもたらす食糧安全保障への脅威について多く議論されてきたが、

その影響は緩やかで、まだほとんどが未来に生じるものである。しかし、これに対して、

帯水層の枯渇による脅威は、すでにいくつかの国で穀物収穫量を減少させつつあり、今

では世界の収穫量が減少する瀬戸際にあるようだ。この減少はいつ始まるのか、という

問いに答えるならば「収穫量の減少は 2018 年に始まったのかもしれない」と答えるこ

とになるだろう。 

＊ 2015 年から 2030 年までの 15 年間に人口は 12 億人増加し、この間水の供給量は 18％

減少するという。これが世界の穀物収穫量にどのような影響をもたらすか？ 

＊ 少なくとも食料不足が生じ、水ストレスの高い地域では食糧価格が高騰し、政情不安が

高まるだろう。このような政情不安は弱小政府の崩壊を招き、帯水層の枯渇に加え、そ

れと密接に結びつき、追随して起こることの多い砂漠化とも相まって、膨大な数の移民

が発生しつつある。数年前に国連は、現在サハラ砂漠以南の西アフリカに住んでいる
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5000 万人が、砂漠化によって住む場所を失い、北の地中海沿岸地方あるいは欧州へと

移動せざるをえなくなると推定したが、今にして思えばそれは過小評価だった。 

予想をはるかに超えるペースで住む場所を失う人々は増加している。例えば、イランで

は国土の南側 3 分の 2 が干上がり、何百万もの人々が村を捨て北へと移り住んでいる。

何十万ものイラン人が国を離れ、そのほとんどが欧米に向かっている。米国に向かった

多くが、カリフォルニア州で急成長中のイラン人コミュニティに加わっている。その規

模は数十万人に膨れ上がっているが、この場所はすでに帯水層の枯渇に直面しているの

だ。 

 

穀物収量減少への分岐点 

＊ 世界の地下水の取水量のうち、5 分の 4 が農産物の灌漑に使われている。 

世界の穀物収穫量は 20 世紀半ばから約 65 年間にわたって急増したのち、近年では伸び

が緩やかになってきた。2013 年から 2017 年までの 4 年間に収穫量の増加はほぼ見られ

なくなっており、2018 年以降減少に転ずる兆候が見られる。帯水層の枯渇により多く

の国で灌漑面積が減少しているうえに、砂漠の拡大により収穫量が減少している。 

世界の灌漑面積は、1950 年の約 100 万㎢弱から 2000 年には約 280 万㎢になったが、

2000 年から 2010 年の間に増えたのはわずかに 10％だった。それ以降灌漑面積は増加

していない。国によっては、河川が干上がり帯水層が枯渇するにつれ、逆に灌漑面積は

減少しつつある。 

 

三大穀物生産国――中国、インド、アメリカの現状（p6~11） 

・中国：穀物自給率 95％の維持を目標 

    年間人口増加率：0.5％で、人口の安定に近づきつつある。 

  しかし、残念ながら水の使用量はすでに持続可能な供給量をはるかに超えている。 

 ・インド：保有する淡水は、世界の 4％、それに対し人口は 17％ 

 ・アメリカ：オガララ帯水層、セントラルバレー帯水層の過剰揚水 

    米国における「水移民」発生――テキサス西部 

 

水不足と食糧安全保障（p11） 

＊ 水不足について考えるとき、飲料水の確保を考えるだけでなく、2030 年までに増える

と予測される 12 億人分の食糧を生産するための十分な量の水を手に入れることだ。

2030 年の 85 億人は一人残らず、食料と水が必要なのだ。 

＊ 我々の地球文明が「衰退から崩壊へ」の道へと向かっているにもかかわらず、我々は毎

年記録的な 8300 万もの人口を増やし続けているのだ。生殖行動を変えて人口を安定さ

せ、水利用の効率を高める新しい道へと進むことはできないのだろうか？ 

各国の水資源は用水路とパイプラインではなく、世界の穀物市場によって結び付いてい
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る。国境を越えて商取引される水の大半は、穀物の形をとっている。水の豊富な国は穀

物を輸出し、水が不足している国は穀物を輸入する。穀物の国際貿易は水に頼って国々

を結びつけている。穀物は実質上、水の取引に用いられる通貨なのである。 

 

＊ 将来の問題として重要なのは「世界中でどれくらいの人々が過剰揚水で生産された穀物

で養われているのか。そして、この人口はどれくらいの速さで増え続けているのか」で

ある。正確な数字は誰にもわからないが、10 年以上前に世界銀行の出した推計では、イ

ンドの人口 13 億 1000 万人のうち 15％、つまりおよそ 2 億人が、過剰揚水によって生

産された穀物で養われていた。今日ではさらに大きくなっているだろう。 

インド、中国、パキスタン、インドネシア、イラン、フィリピン、メキシコといった、

人口の多い国々は、国民を養うために過剰に水を汲み上げつつあり、一方米国では、自

国民のための食糧を生産するとともに、輸出を続けるために過剰揚水を行っている。 

 

近づく穀物収穫量の限界(p12) 

＊ 2016 年の時点で、世界の人口 73 億人のうち、控えめに見積もって 6 億 4000 万、9％近

い人々が過剰揚水で生産された穀物で養われていた。そのうえ、ここ何十年にもわたっ

て世界の穀物収穫量の拡大を後押していた趨勢は弱まりつつある。 

特に、中国、米国、インドといった三大穀物生産国においては、最近まで穀物収穫量が

増加していたが、いつまで続くかは不明である。中国で大量の移民が生じれば、それに

よって相当な耕作地が打ち捨てられ、中国だけでなく世界の穀物収穫量が減少するのは

間違いない。三大国のほかに収穫量が頭打ちになり、減り始めているとみられる国が二

つある。人口 7900 万のイランと 1 億 2700 万のメキシコだ。両国の帯水層は完全に枯

渇している。 

＊ 現在、収穫量が減少しつつある国は 7 か国ある。幸いこのグループの合計人口は今のと

ころ世界人口の 7％である。制約となるのは水不足だけではない。耕作地と草地を砂漠

へと変えてしまう砂漠化だ。北アフリカ、中東の多くの国々、中国の北部と中西部、そ

してインド亜大陸の北西部で砂漠化はありふれたものになっている。 

 

＊ 収穫量が横ばいになり始めたと思われる国々の総人口は 29 億人で、世界人口の 40％近

くに当たる。 

 

水ストレスによる紛争の増加(p13) 

＊ 水ストレスを抱える国々が井戸を枯らさない水量でやっていけるところまで、人口規模

を制限する人口政策を素早く打ち出せるかどうかである。出来なければ水難民は増え続

ける。一度水難民の流れが始まればドミノ現象が起き、ある地域の水ストレスから逃れ

ようとした移民たちは、別の場所で帯水層の枯渇を加速させ、さらに大規模で長距離の
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移住が起こる土台を提供することになる。この例が干上がってしまった自国からカリフ

ォルニアへと移り住んだ推定 20 万人のイランの事例である。 

帯水層の枯渇が進んでいるカリフォルニアは 4000 万人近い人々が暮らしている。イラ

ンは 7900 万の人口を抱えているのに、持続可能な水供給ではわずか 2400 万人しか生

きていけないという。このことからも、イランの国外への移民の流れはしばらく続くだ

ろう。 

＊ 川の水利権をめぐる争い(p13) 

＊ どん底をめがけての競争 

 

現在の穀物収穫量はピークなのか、これからも増加するのか？(p14) 

＊ 2013 年～2017 年の 4 年間で世界の穀物収穫量は、年間 24 億 8000 万トンあたりで上下

している。 

各国政府が出生率を抑制して人口規模を安定させるか、飢餓によって死亡率が上昇する

ことで自然とそうなるのか、いずれかの理由で世界人口は安定化へと向かうだろう。 

 

人類を救うことはできるのか(p14) 

 水供給量の減少は現在起きていること 

＊ そのためには、人口増加に歯止めをかけるだけでは不十分で、地球の水収支的に持続可

能な水供給量の限界内に水需要量が収まる水準にまで、人口規模を減少させることが求

められる。つまり、世界の水使用量を現在の水準より 20％ほど削減するのである。 

過剰揚水によって支えられている現在の文明を救う道は、揚水量を速やかに持続可能な

水準まで、つまり帯水層の涵養量を超えない水準にまで減少させることである。 

 

 

供給量と使用量のバランスをとるための 5 つの取り組み(p15) 

① 人口増加を早急に食い止める。 

② 水の需要量が水収支的に持続可能な供給量を超えない水準まで、世界人口を縮小。 

③ 農業部門で灌漑効率を向上させる――水利用効率の高い作物への転換と水利用効率の

高い灌漑技術の採用。世界人口規模を縮小させるまでの時間稼ぎ。 

④ ライフスタイルの簡素化――肉、牛乳、卵といった穀物集約型の食べ物の消費量を減ら

す。 

⑤ 世界エネルギー経済の再構築――水を大量に必要とする化石燃料や原子力から風力や

ソーラーエネルギーへの移行を加速させる。 
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水利用効率を高める(p15) 

＊ 世界の灌漑面積は 1950 年以降 3 倍以上になったが、ここ数年は地下水資源が枯渇する

ことに伴って縮小し始めた国々もある。世界で群を抜く二大穀物生産国の中国や米国も

含まれる。 

① 水利用効率の高い作物への転換――米から小麦へ 

小麦１トン生産するのに      水 1000 トン必要 

米１トン生産するのに       水 2000 トン必要 

エジプトなどでは「米よりも小麦を食べるべき！」と公に認めている。 

② 灌漑システムの効率化－－効率の高い順に、点滴灌漑、スプリンクラー灌漑、畦間

灌漑、湛水灌漑である。 

高価な設備と多くの労働力を必要とするが、最も効率が高いのが点滴灌漑である。

次が回転するセンターピボットを用いた、スプリンクラー灌漑である。米国の中西

部に見られる緑色の円形農地である。 

③ 個人レベルでの畜産物やその加工品の消費を減らすことで水の使用量を減らす。 

肉の消費量が少ないインドでは、穀物使用量が一人当たり年間 200 ㎏、これに対し

平均的な米国人は、一人当たり年間１トン近くの穀物を消費しており、インド人の

約 4 倍強に当たる。20％が、パンやシリアル、菓子類として消費され、40％が肉や

牛乳など畜産物やその加工品として間接的に消費され、残りの 40％が近年まで自

動車の燃料となるエタノール生産に使われてきた。 

 

水不足から国家破綻に陥る可能性のある国々(p16) 

＊ 砂漠化     アフガニスタン、カザフスタン、ナイジェリア 

帯水層の枯渇  パキスタン、イエメン 

 

水集約的エネルギー源との決別(p16) 

＊ 石炭火力・原子力からソーラー、風力 

＊ 自転車シェアー、カーシェアーのプログラムの台頭（社会変革） 

水を監視する国際機関を(p16) 

＊ 国際的な水の需要と供給に関するデータの収集・分析そして予測をする国際機関が必要

である。WHO、FAO、UNPF（国連人口基金）といった特定問題だけを扱う国連機関、

水だけに焦点を当てた「世界水機関」である。 

 

＊ このような国際機関ができれば、今は「忘れられた存在」となっている地下水の枯渇問

題も、地球規模の問題であることを世界に知らせ、世界中の水教育の取り組みを支える

ことになるだろう。世界の人類は皆運命を共にしており、帯水層の枯渇を食い止め涵養

させるためには、皆が力を合わせなければならないことを常に思い出させてくれるだろ
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う。各国政府と連携し、水収支的に持続可能な水準まで人口規模を縮小させるような人

口政策を作る手助けもできるだろう。世界人口を水収支的に持続可能な水準まで減少さ

せることは、地球文明がこれまで直面した中で最も困難な課題であるかもしれない。 

 

参考： 監訳者、枝廣淳子さんの「本書に寄せて」から 

   2005 年に、海外から日本に輸入されたバーチャルウォーターの量は、約 800 億㎥、 

   この量は日本国内で使われている年間の水使用量と同程度だという。 

   我々は国内で使っている水量と同じだけ、他国の水を使わせてもらっているのであ

る。果たしてこれは、世界にとって、日本にとって、持続可能なのだろうか？ 

 

   監訳者の枝廣淳子さんは、環境ジャーナリストで翻訳家であり、環境・エネルギー問

題に関する数多くの講演・執筆など行っている。「幸せ経済社会研究所」所長。 

   前回取り上げた「定常経済は可能だ」でのハーマン・デイリーとのインタビューも行

っている。 

 

備考１：2020 年夏、レバノンにおける食料デモ発生（NHK テレビ「2030 未来への分岐点」） 

   食料自給率 40％のレバノンにおいて、インフレにより輸入食料が高騰するなかベイ

ルートでの食糧備蓄倉庫の爆発に触発され暴動が起きた。1 年以上肉なしの生活を強

いられている母子家庭が報道されていた。自給率 40％以下の日本も他人ごとではな

い。 

備考 2：EAT フォーラム 2019（NHK テレビ「2030 未来への分岐点」） 

   野菜中心の食生活を披露し、豚・牛 98g/week、が望ましいとのこと、出来ますか？ 

鳥 203g/week 

 

資本主義に代わる経済理論は？ （資料 5） 

 

・技術的転嫁――生態系の攪乱 （p4） 

  環境危機を技術的発展によって乗り越えようとする方法である。 

  マルクスが扱っているのは、農業による土壌疲弊の問題である。同時代化学者・ユスト

ゥス・フォン・リービッヒの「掠奪農業」批判だった。 

  20 世紀初頭に開発された「ハーバー・ボッシュ法」というアンモニアの工業的製法に

よって、廉価な化学肥料の大量生産が可能――リービッヒが警告したような土壌疲弊

による文明の危機は生じなかった。 

  しかし、化学肥料の使用による農業の発展は、窒素化合物の環境流出により、地下水の

汚染や富栄養化による漁業などにも影響を与えることになり、土地の疲弊には収まら

ない大規模な環境問題を引き起こすようになっていった――生態系の攪乱。 
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・空間的転嫁――外部化と生態学的帝国主義 

  マルクス時代に注目されたのが代替肥料―グアノ（ペルー沖の海鳥の糞の化石化した

もの）であった。土壌疲弊に対する救世主として有名になり、欧米に掠奪的に輸出され

るようになった。グアノ資源の急速な枯渇により、グアノ戦争（1864—66）、硝石戦争

（1879—84）が勃発している。このように、矛盾を中核部にとってのみ有利な形で解

消する転嫁の試みは、「生態学的帝国主義」（ecological imperialism）という形をとる。 

  生態学的帝国主義は周辺部からの略奪に依存し、同時に矛盾を周辺部へと移転するが、

まさにその行為によって、原住民の暮らしや、生態系に大きな打撃を与えつつ、矛盾を

深めていく 

・時間的転嫁――大洪水よ、わが亡き後に来たれ！ 

  マルクスが扱っているのは森林の過剰伐採だが、現代においては時間的転嫁がはっき

りと現れているのは、気候変動である。 

  資本主義は現在の株主や経営者の意見を反映させるが、将来の世代の声を無視するこ

とで、負担を未来へと転嫁し、外部性を作り出す。将来を犠牲にすることで、現在の世

代は繁栄できる。 

  将来世代は、自らが排出していない二酸化炭素の影響に苦しむことになる――こうし

た資本家の態度をマルクスは「大洪水よ、わが亡き後に来たれ！」と皮肉ったのだ。 

＊ 経済に悪影響が出るよりは経済成長を続けて技術開発を続けた方が、危機に対処するた

めの技術開発が時間を稼いでくれるので賢明だという人々がいるが、たとえ新技術が開

発されたとしても、その技術が社会全体に普及するには長い時間がかかり、そのために

貴重な時間を失ってしまう。その間に、危機をさらに加速・悪化させる作用「正のフィ

ードバック効果」が強まり、環境悪化はさらに深刻化するだろう。「正のフィードバッ

ク効果」が大きければ、当然経済活動にも甚大な負の影響が出る。環境悪化の速度に新

技術が追い付かなければ、人類にはもはやなすすべがない。未来の世代はお手上げだ。 

つまり、将来世代は極めて過酷な環境で生きることを余儀なくされるだけでなく、経済

的にも苦しい状況に陥るだろう。 

これこそ最悪の結果で、技術任せの対処療法ではなく、根本原因を探って、そこから気

候変動を止めなくてはならない理由がある。 

 

 備考： 南米チリにおけるアボカド栽培 

     多量の水と土壌の養分を食い尽くすため、一度アボカドを生産するとほかの 

種類の果物などの栽培は困難になる。チリは欧米人の「ヘルシーな食生活」のた 

め、すなわち帝国的生活様式のためにアボカドを生産・輸出し、自分たちの生活 

用水や食糧生産を犠牲にしてきたのである。そのチリを「メガドラウト」と呼ば 

れる過去 60 年で最悪の干ばつが襲い、深刻な水不足を招いている。 

（世界、2020 年 6 月号・森さやか） 
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資本主義よりも前に地球がなくなる 

＊ 自然条件悪化の影響は、転嫁のおかげで資本主義が崩壊するほどの致命傷を今すぐ負う

ことはない。裏を返せば、先進国の人々が大きな問題に直面するころには、この惑星の

少なからぬ部分が生態学的には手遅れの状態になっているだろう。資本主義が崩壊する

よりも前に、地球が人類の住めない場所になっているというわけだ。 

 

気候危機が人類に突き付けているのは、採取主義と外部化に依拠した帝国的生活様式を 

抜本的に見直さなければならないという厳しい現実にほかならない。 

 

気候変動は不可逆的である 

＊ どのような世界に住みたいのか、どのような世界にするのか、我々自身が慎重に決めな

くてはいけない問題である。科学者にも、経済学者にも、ＡＩにも任せられない民主主

義の問題なのである。将来世代の声も可能な限り反映させながら、民主的に熟慮や論争

を通じて決定されなくてはならない。一つの方法に失敗したら別の方法でやり直そう、

というわけにはいかないのが気候変動対応である。最悪の事態を避けるためには、余計

な介入はしない、という選択も必要になる。「自己抑制」がますます重要になるのだ。 

＊ 無限の経済成長を断念し、万人の繁栄と持続可能性に重きを置くという自己抑制こそが、

「自由の国」を拡張し、脱成長コミュニズムという未来を作り出すのである。 

 

脱成長コミュニズムが世界を救う (p9) 

 現在の 100 年に一度と言われる新型コロナウイルスの「パンデミック」は、経済的・社会

的な打撃も歴史に残る規模となるだろう。だが、気候変動がもたらす世界規模の被害は、

コロナ禍とは比較にならないほど甚大なものになる可能性がある。コロナ禍は一過性で 

ささやかなものだったと、気候変動に苦しむ後世の人々は振り返るかもしれない。 

 気候変動もコロナ禍も、「人新世」の矛盾の顕在化という意味で、どちらも資本主義の産

物なのである。資本主義が気候変動を起こしているのは、経済成長を優先した地球規模で

の開発と破壊がその原因だ。 

 

4 つの未来の選択肢 (p10) 

① 気候ファシズム 

現状維持を望み、このまま何もせず資本主義と経済成長にしがみつけば、気候変動によ

る被害は甚大なものになる。遠くない将来に、多くの人々がまともな生活を営むことが

不可能になる。住む場所を失い環境難民になる人も大勢出てくるだろう。ただし、一部

の富裕層は別である。惨事便乗型資本主義は、環境危機を商機に変えて今以上の富を彼

らにもたらす。 

② 野蛮状態 
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気候変動が進行すれば、環境難民が増え、食糧生産もままならなくなる。飢餓や貧困に

苦しむ人々は、反乱を起こす。大衆の反逆によって強権的な統治体制は崩壊し、世界は

混沌に陥る。統治機構への信頼が失われ、人々は自分の生存だけを考えて行動する「万

人の万人に対する闘争」というホッブスの「自然状態」に戻り、これが「野蛮状態」で

ある。 

③ 気候毛沢東主義 

そこで、社会が「野蛮状態」という最悪の事態を避けるための統治形態が求められる。

貧富の格差という対立を緩和しながら、トップダウン型の気候変動対策をすることにな

るだろう。そこでは、自由市場や自由民主主義の理念を捨てて、中央集権的な独裁国家

が成立し「効率の良い」「平等主義的な」気候変動対策を進める可能性がある。これを気

候毛沢東主義と呼ぼう。 

④ 脱成長コミュニズム 

商品としての価値ではなく、「使用価値」（有用性）を重視する社会に移行しなければな

らない。 

平時からコミュニティーの自治と相互扶助の能力を高め、来るべき危機に備えておかな

ければならない。政府に頼ろうとしても助けてくれないことを、今回のコロナ禍で学ん

だはずだ。 

 

大規模な財政出動を行って、政府が重要産業に資本を注入するといった「気候ケインズ

主義」では、二酸化炭素排出量は減らすことができず、気候危機は止まらない。（第 2 章）

また、北欧型福祉国家に持続可能性を足した「脱成長資本主義」でも不相応なのだ。（第

3 章）中途半端な解決策は、長期的にはもはや機能しない。 

右派ポピュリズムの台頭に既存の自由民主主義勢力は、対抗できていない。「コミュニ

ズムか野蛮か」選択肢は二つで単純だ。ここで選ぶべきは「コミュニズム」である。国

家や専門家に依存する気持ちを抑えて、自治管理や相互扶助の道を模索すべきなのであ

る。 

あのピケティも「資本とイデオロギー」のなかで次のように言っている――「現存の資 

本主義的システムを超克できるし、21 世紀型の新しい参加型社会主義（socialisme 

participatif）の輪郭を描くことも出来ると私は確信している。つまり、新しい社会的所

有、教育、知と権力の共有に依拠した新しい普遍主義的で、平等主義的な未来像を描く

ことができるのだ。」 Thomas Piketty, Capital et Ideologie (Paris Seuil, 2019) 

 

社会民主主義政党が労働者階級を見捨てて、インテリの富裕層重視になっていったこ

とを「バラモン左翼」と痛烈に皮肉り、リベラル左翼の姿勢を、右派ポピュリズムの台

頭を許しているとして厳しく批判するようになった。ピケティのいう「参加型社会主義」

では、労働者による企業の「社会的所有」と経営参加を求める。少人数の大株主が配当
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の最大化を求めて経営の意思決定を行う企業内での独裁をピケティは批判する。労働

者たちが自分たちで生産を「自治管理」（autogestion）・「共同管理」（cogestion)するこ

との重要性を訴えているのである。要するに、気候危機に直面したピケティの結論は、

資本主義では民主主義を守ることはできないというもので、民主主義を守るためには

単なる再配分にとどまらない、「社会主義」が必要だというものだ。生産の場における

労働者の自治が不可欠になってくる。 

彼が用いている「自治管理」や「共同管理」こそが、（コモン）にとってのキーワード

なのである。 

「参加型社会主義」は、ソ連型社会主義とはまったく異なるものである。官僚や専門家

が意思決定や情報を独占していたがゆえに、ソ連における民主主義的な「参加型社会主

義」は不可能であった。独裁的なソ連に対して、「参加型社会主義」は市民の自治と相

互扶助の力を草の根から養うことで、持続可能な社会へと転換しようと試みるのだ。今、

ピケティと晩期マルクスの立場はかってないほどに近づいているのである。 

 

労働は人間と自然の媒介活動である（マルクス物質代謝論） 

＊ 人間と自然は労働でつながっているのだ。だからこそ、労働のあり方を変えることが、

自然環境を救うために決定的に重要なのである。マルクスにとって、分配や消費のあり

方を変革したり、政治制度や大衆の価値観を変容させたりすることは、二次的なもので

しかない。一般に共産主義と言えば、私的所有の廃止と国有化のことだという誤解がは

びこっているが、所有のあり方さえも根本問題ではない。肝心なのは、労働と生産の変

革なのである。マルクスの言う労働変革論を再評価すべきであるといえる。 

 

   デトロイトにおける    都市農業による都市再生の試み 

   コペンハーゲンにおける  2019 年、「公共の果樹」を市内に植える（誰もが無料で

食べてよい）現代版入会地。コモンズの復権である。 

 

   自然と人間の間の亀裂を修復するには、自然の循環に合わせた生産が可能になるよ

う、労働を抜本的に変革していかなければならない。人間と自然は労働を媒介として

つながっている。だからこそ、労働の形を変えることが、環境危機を乗り越えるため

に決定的に重要なのである。 

 

   注：晩期マルクスの視点から「資本論」を読み解くことによって、脱成長コミュニズ

ムが「物質代謝の亀裂」を修復できるかを説明できる。 

 

マルクス・脱成長コミュニズムの構想   (p12) 

① 脱成長コミュニズムの柱――使用価値経済への転換 
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使用価値に重きを置いた経済に転換して、大量生産・大量消費から脱却する。 

 

② 脱成長コミュニズムの柱――労働時間の短縮 

労働時間を削減して、生活の質を向上させる。 

労働時間削減にはエネルギー問題も考えていかなければならない。新技術が導入されて

今まで 10 人で行っていた作業が 1 人で出来るようになったとする。生産力は 10 倍に

上がっているが、労働者個人の能力が 10 倍になったわけではない。労働者 9 人分の仕

事を化石燃料のエネルギーによって置き換えているだけである。労働者という賃金奴隷

の代わりに、化石燃料という「エネルギー奴隷」が働いているのだ。 

 

  注：エネルギー収支比――1 単位のエネルギーを使って何単位のエネルギーが得られる

かという指標 

     原油――1 対 100 単位（1930 年代）、昨今は採掘に金がかかるので、1 対 10 単

位程度まで下がっている 

     太陽光――1 対 2.5～4.3 単位 

     エタノール（トウモロコシ）――1 対１単位 

 

＊ 脱炭素社会に移行していく場合、エネルギー収支比の高い化石燃料は手放し、再生可能

エネルギーに切り替えていくしかない。そうなれば、エネルギー収支比の低下によって、

経済成長は困難になる。二酸化炭素排出量削減によっておこる生産力の低下は、「排出

の罠（emissions trap）」と呼ばれている。 Peter A. Victor, Managing without Growth, 

2008 

＊二酸化炭素排出量を削減するための生産の減速を、我々は受け入れるしかない。そして、

「排出の罠」で生産力が落ちるからこそ、「使用価値」を生まない意味のない仕事を削減

し、ほかの必要な部分に労働力を割り当てることが、ますます重要になる。だからこそ、

労働の中身を、充実した、魅力的なものに、変えていくことが重要だというマルクスの主

張が、再評価されないといけない。この認識から、次の構想が出てくる。 

 

③ 脱成長コミュニズムの柱――画一的な分業の廃止 

画一的な労働をもたらす分業を廃止し、労働の創造性を回復させる。 

＊ マルクスは、労働を忌避すべきものとは全く考えていなかった。むしろ、「労働が魅力

的な労働、言い換えれば個人の自己実現であるための主体的および客体的諸条件」を獲

得し、創造性や自己実現の契機になることを、目指していたのである。 

（資本論草稿集２） 

マルクスは生涯にわたる平等な職業教育を重視していた。この視点からも、ワーカーズ・

コープや協同組合が職業訓練に力をいれていることには、大きな意義がある。 
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④ 脱成長コミュニズムの柱――生産過程の民主化 

生産のプロセスの民主化を進めて、経済を減速させる。 

 

⑤ 脱成長コミュニズムの柱ーーエッセンシャル・ワークの重視 

使用価値経済に転換し、労働集約型のエッセンシャル・ワークの重視を。 

＊ 脱成長コミュニズムは労働集約型産業を重視する社会に転換する。その転換によっても

経済は減速していくのだ。 

  例えば、ケア労働の部門でオートメーション化を進めるのはかなり難しい。求められる

作業は複雑で多岐にわたるため、ロボットや AI では対応しきれない。ケア労働が「使

用価値」を重視した生産であることの証である。また、ケア労働は「感情労働」とも呼

ばれている。ベルトコンベアーでの作業とは違って、感情労働は相手の感情を無視した

ら、台無しになってしまう。ケアやコミュニケーションは、時間をかける必要がある。

もちろん、介護や看護の過程をパターン化し、効率を上げることはできる。だが、儲け

（価値）のために労働生産性を過度に追求するなら、最終的にサービスの質（使用価値）

そのものが低下してしまう。 

 

  注：感情労働－－カリフォルニア・バークレー校のフェミニスト社会学者・アーリー・

R・ホックシールド（Arlie Russell Hockschild）が提唱。 

    彼女は過去 30 年間にわたり、ジェンダー、家庭生活、ケア労働をめぐる諸問題に

光を当て、多くの研究者に影響を与えてきた。早くから感情の社会性に着目し、

1983 年「感情労働」という概念を提唱、感情社会学という新しい研究領域を開い

た。（管理する心―感情が商品になるとき、1983 年：邦訳・世界思想社、2000 年） 

    2016 年 9 月「壁の向こうの住人たち（Strangers In Their Own Land）」刊行：2018 

年 9 月和訳出版、岩波書店の著者紹介文による。 

 

ブルシットジョブ VS エッセンシャル・ワーク （p14） 

＊ デヴィッド・グレーバー：ブルシットジョブは――マーケティング、広告、コンサルテ

ィング、金融業、保険業。重要そうに見えるものの、社会の再生産にはほとんど役に立

っていない。 

このような「使用価値」をほとんど生み出さないような労働が高給のため、人がそちら

に集まってしまう。一方、社会の再生産に必要な「エッセンシャル・ワーク（使用価値

が高いものを生み出す労働）」が低賃金で、恒常的な人手不足になっている。 

だからこそ、「使用価値」を重視する社会への移行が必要となる。これは、地球環境にと

っても望ましい。ケア労働は社会的に有用なだけでなく、低酸素で、低資源使用なのだ。 

脱成長コミュニズムがケア労働に注目するのは、環境にやさしいだけでなく、今世界の

あちこちで資本主義の論理に対抗して立ち上がっているのが、ケア労働の従事者だから



16 

 

だ。これがグレーバーの言う「ケア階級の反逆（revolt of the caring classes）」である。 

＊ エッセンシャル・ワーカーは、やりがいのある仕事をしているというだけで、低賃金・

長時間労働を強いられている。まさにやりがいの搾取だ。 

その結果、日本でも、保育士一斉退職、医療現場からの異議申し立て、教員スト、介護

ストが目立ってきている。それ以外にも、コンビニの 24 時間営業停止や高速道路のサ

ービスエリアでのストライキなども増えている。 

 

晩年のマルクスが提唱していたもの 

＊ 生産を「使用価値」重視のものに切り替えて、無駄な「価値」の創出につながる生産を

減らして、労働時間を短縮することであった。労働者の創造性を奪う分業も減らしてい

く。それと同時に進めるべきものなのが、生産過程の民主化だ。労働者は、生産にまつ

わる意思決定を民主的に行う。意思決定に時間がかかっても構わない。社会的に有用で

環境負荷の低いエッセンシャル・ワークの社会的評価を高めていくべきである。 

＊ その結果は、経済の減速である。資本主義の下での競争社会に染まっていると、減速な

どという事態は受け入れにくい発想だろう。 

しかし、利潤最大化と経済成長を無限に追い求める資本主義では、地球環境は守れない。

人間も自然も、どちらも資本主義は収奪の対象にしてしまう。そのうえ、人工的希少性

によって、資本主義は多くの人々を困窮させるだけである。 

 

気候正義という梃子 (p15) 

怖れ知らずの都市・バルセロナの気候非常事態宣言 

＊ 様々な都市の政党や市民団体が「フィアレス・シティ（怖れ知らずの都市）」という旗

印のネットワークに参加している。一つの自治体だけの試みでは、グローバル化した資

本主義を変えることは出来ない。だから、世界中の様々な都市や市民が連携し、知恵を

交換しながら、新しい社会を作り出そうとしているのだ。 

＊ 2020 年 1 月に発表されたバルセロナの「気候非常事態宣言」を見てみよう。 

  2050 年までに脱炭素化（二酸化炭素排出量０）という目標を掲げ、分析と行動計画を

掲げたマニュフェストである。行動計画には、包括的で具体的な項目が 240 以上も並

ぶ。例えば―――都市公共空間の緑化、   電力や食の地産地消 

          公共交通機関の拡充、   自動車や飛行機・船舶の制限 

          エネルギー貧困の解消、  ごみの削減・リサイクル、など 

  そして、その内容は、飛行機の近距離路線の廃止や市街地での自動車の速度制限（ 

時速 30 ㎞）など、経済成長ではなく、市民の生活と環境を守るという意思がはっきり

と読み取れるのである。 

 

＊ 晩期マルクスの脱成長社会のエッセンスである「価値」から「使用価値」への転換をこ
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こに見出すことができるのである。以下のような宣言に、市民の中から生まれ支持を得

て、市政を動かすまでになっていることを見ると、未来への希望がある――「既存の経

済モデルは、恒常的な成長と利潤獲得のための終わりなき競争に基づくもので、自然資

源の消費は増え続けていく。こうして、地球の生態的バランスを危機に陥れているこの

経済システムは、同時に経済格差も著しく拡大させている。豊かな国の、とりわけ最富

裕層による過剰な消費に、グローバルな環境危機、特に気候危機のほとんどの原因があ

るのは、間違いない。」（This is not a Drill: Climate Emergency Declaration, 19.: 

https://www.barcelona.cat/emergenciaclimatica/sites/default/files/2020-01/ 

Climate Emergency Declaration.pdf(last access on 2020.5.22) 

 

気候正義にかなう経済モデルへ 

＊ 気候正義（climate justice）とは、気候変動を起こしたのは先進国の富裕層だが、その被

害を受けるのは化石燃料をあまり使ってこなかったグローバル・サウスの人々と将来世

代である。この不公正を解消し、気候変動を止めるべきだという認識をいう。 

気候正義にかなう経済システムに変化していくためには、被害を最も受けやすいグロー

バル・サウスの女性たちの声を汲み上げなければならないとして、宣言はいう―― 

「気候危機によって移住を迫られる 80％が女性である。彼女たちは重要なケアの提供

者だ。気候非常事態に挑もうとするなら、持続不可能で不公正な経済モデルを転換しな

ければならない。」 

そのうえで、先進国の大都市は、「協同的なケア労働」や、他者と自然との「友愛的関

係」を重視して、「誰も取り残されない」社会への移行を先導する責任があるとバルセ

ロナの宣言は表明している。その費用を担うのは「最も特権的な地位にある人々」であ

ると訴える。（Climate Emergency Declaration, op. cit., 5.） 

これこそ「ケア階級の反逆」である。 

 

国境を超える自治体主義―ミュニシパリズム（municipalism） 

  フィアレス・シティ（fearless cities）     77 拠点 

  ヴィア・カンペシーナ（La Via Campesina）   81 か国、182 組織、2 億人＋ 

 

＊ このヴィア・カンペシーナ運動は、農産物の貿易自由化が加速した 1993 年に生まれ、

中南米の参加団体が最も多い。農業を自分たちの手に取り戻し自主管理するという、生

きるための当然な要求であり、「食料主権」と呼ばれる。中小規模農業従事者の多いヴ

ィア・カンペシーナが目指す伝統的農業やアグロ・エコロジーの方向性は当然環境負荷

も低い。この団体が発足した 1990 年代は、冷戦終結後、二酸化炭素排出量が激増した

時期であった。 

＊ 先進国の快適で豊かな生活は、環境負荷をグローバル・サウスに押し付け、先進国の我々

http://www.barcelona.cat/emergenciaclimatica/sites/default/files/2020-
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は不公正さに目をつぶり、地球で何が起こっているかも知ろうとせず、資本主義の夢を

見続けてきた。持続可能で公正な社会を目指すなら、「帝国的生活様式」や「生態学的帝

国主義」に挑み是正していかなければならない。先進国一国内での消費パターンの変化

程度では問題は解決しない、グローバルな大転換が求められているのだ。 

 

＊ 持続可能で公正な社会を目指す運動の核となるものが、「気候正義」と「食糧自給」の運

動なのだ。 

食料主権を取り戻す 

資本主義アグリビジネスは、収穫物を先進国に輸出してしまうため、農産物の純輸出国

であるにもかかわらず、国内では飢餓に苦しむ貧困層が多数存在する。これは、先進国

のための高価な輸出品が生産され、農民が生きていくための廉価な食糧が生産されな

いためだ。例えば、南アフリカでは、アパルトヘイトの負の遺産で、白人を中心とした

20％の大規模農家が、南アフリカの農業生産の 80％を生み出し、アフリカ最大の輸出

国であるにもかかわらず、飢餓率が 26％にものぼるという。こうした状況に抗して、

2015 年に「南アフリカ食料主権運動」（South African Food Sovereignty Campaign）と

いう運動を開始した。参加者は小規模農業経営者や農業労働者、NGO や社会運動の担

い手たちである。 

気候正義という梃子 

南アフリカの農業は気候変動により脅かされている――旱魃・水不足による 

  石炭・石油・天然ガスを扱うサソール社への抗議活動――国際的連帯―― 

 

 「息ができない！」（We Can’t Breathe!）のスローガンで、「サンライズ・ムーブメント 

や「未来のための金曜日」「ブラック・ライブズ・マター」といった社会運動に連帯を 

呼び掛けた。 

 

グローバル・サウスから学ぶ姿勢の欠如 （p18） 

＊先進国は、これまでも経済発展と環境問題を両立させてきたし、これからも両立できよう

に見える。しかしそれは、様々な問題がグローバル・サウスに転嫁され、不可視化されて

きただけだった。だから、先進国と同じ方法で経済と環境の両立をグローバル・サウスで

やろうとしても、うまくいくはずがない。もはや転嫁するところがどこにもないからであ

る。現在の気候危機は、そのような外部化社会の究極的限界を示しているのである。 

 

反緊縮を訴えるだけでよいのか？ 

＊ 新自由主義の名のもとに「緊縮政策」は、社会保障費の削減、非正規雇用の増大による

賃金低下、民営化による公共サービスの解体などを推進し、我々の生活の質を低下させ

てきた。 
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だからといって、反緊縮を掲げ、より多くの公共投資や再配分を行えばよいのだろうか。

経済の停滞は乗り越え、現状よりはましになるかもしれない。しかし、自然からの収奪

は止まらず、経済を回すだけでは「人新世」の危機は乗り越えられないのだ。 

＊ 反緊縮派の考えは、新自由主義の緊縮政策が希少性の原因だと考え、財政出動によって

より多くを生産し、さらなる蓄積を求め、経済成長することで潤沢さをもたらすことが

できるとする。しかし、この考えは資本主義に親和的な思考法で、「今までとおり」を維

持する保守的な思想なのである。この程度の改革では足りない。新自由主義ではなく、

資本主義こそが希少原因だからだ。 

 

時間稼ぎの政治からの決別 

＊ 今の政治にできるのは、せいぜい問題解決の先送りに過ぎない。だが現在の地球環境に

おいては、この時間稼ぎが致命傷になる。見せかけだけの対策に安心して人々が危機に

ついて真剣に考えることを止めてしまうのが一番危険なのである。 

また、政治家や大企業にも期待できない。したがって、気候危機に立ち向かうためには、

民主主義そのものを刷新していかなければならない。 

 

経済、政治、環境の三位一体の刷新を！ 

＊ 国家の力を前提にしながら、（コモン）の領域を広げていくことによって、民主主義を

議会の外に広げ、生産の次元へと拡張していく必要がある。協同組合、社会的所有や 

「市民営化」がその一例である。 

  議会民主主義も大きく変容しなければならない。地方自治体のレベルでは、ミュニシパ

リズムが、そのような試みである。国家のレベルでは、「市民議会」がもう一つのモデ

ルとなる。 

  生産の（コモン）化、ミュニシパリズム、市民議会。市民が主体的に参画する民主主義

が拡張すれば、どのような社会に住みたいかをめぐって、根本的な議論を開始できるよ

うになるだろう。つまり、働くことの意味、生きることの意味、自由や平等の意味をめ

ぐって、オープンな形で議論できるようになるはずだ。意味を根本から問い直し、今常

識とみなされているものを転覆していく。この瞬間にこそ、既存の枠組みを超えていく

ような、真に「政治的なもの」が潜在化する。それこそが「資本主義の超克」、「民主主

義の刷新」、「社会の脱炭素化」という、三位一体のプロジェクトだ。 

 

＊ そして、このプロジェクトの基礎となるのが、信頼と相互扶助である。なぜなら、信頼

と相互扶助の無い社会では、非民主的トップダウン型の解決策しか出てこないからだ。

ところが、我々は今、新自由主義によって相互扶助や他社への信頼が徹底的に解体され

た後の時代にいる。だとしたら、結局は顔の見える関係であるコミュニティや地方自治

体をベースにして信来関係を回復していくしか道はない。 
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コミュニティや社会運動がどんどん動けば、政治家もより大きな変化に向け動くことを

恐れなくなる。バルセロナの市政やフランスの市民議会の例が象徴的である。そうすれ

ば、社会運動と政治の相互作用は促進されていく。 

ここまでくれば、無限の経済成長という虚妄とは決別し、持続可能で公正な社会に向け

た跳躍が実現するだろう。この大きな跳躍の着地点は、相互扶助と自治に基づいた脱成

長コミュニズムである。 

おわりに 

 資本主義が引き起こしている問題を、資本主義という根本原因を温存したままで解決す

ることは出来ない。解決の道を切り開くには、気候変動の原因である資本主義そのものを

徹底的に批判する必要がある。 

 ここに「3.5％」という数字がある。ハーヴァード大学、政治学者エリカ・チェノウェス

らの研究によると、「3.5％」の人々が非暴力的な方法で、本気で立ち上がると、社会が大

きく変わるというのである。（Erica Chenoweth and Maria J. Stephan, Why Civil Resistance 

Works: The Strategic Logic of Nonviolent Conflict(New York: Colombia Univ. Press,2012) 

 

 その例として、フィリピンのマルコス独裁を倒した「ピープルパワー革命」1986 年、大

統領のシュワルナゼを辞任に追い込んだグルジアの「バラ革命」2003 年などが挙げられ

る。「3.5％」の非暴力的な市民不服従がもたらした社会変革の例である。 

 

 ニューヨークのウォール街占拠運動もバルセロナの座り込みも最初は少人数で始まった。

グレタ・トゥンベリの学校ストライキも「たったひとり」だ。それでも、こうした大胆な

抗議活動は社会に大きなインパクトを与える。これぞ変革の道なのである。資本主義と気

候変動の問題に本気で関心を持ち、熱心に参加してくれる人々を、3.5％集めることは出

来るのではないか？ 

 我々が無関心だったせいで、1％の富裕層・エリート層が好き勝手にルールを変えて、自

分たちの価値観に合わせて、社会の仕組みや利害を作り上げてしまった。けれども、そろ

そろ、はっきりと NO を突き付けるときだ。3.5％が、今この瞬間から動き出すのだ。そ

の動きが大きなうねりとなれば、資本の力は制限され、民主主義は刷新され、脱炭素社会

も実現されるに違いない。 （了） 

 

(2021.02.21.) 梅津寿一記 

 

 資料 4 世界の水が消える時代 

 資料 5 人新世の資本論 

 資料 6 ジェネレーション・レフト宣言 

 



21 

 

スマイル会 2021.02.25. 資料 4 

世界の水が消える時代       

(Countdown: The World is Running Out of Water)    レスター・R・ブラウン 

1934 年生、米国農務省・国際農業開発局長 

                    2001 年アースポリシー研究所創設、世界の環

境問題について発信を続ける。 

 

                    原著：2019 年 3 月 19 日出版 

                    和訳発行：2020 年 8 月 1 日、枝廣淳子監訳 

 

序 文 

＊ 深刻な水不足の時代に突入。全米科学アカデミー（NAS）によると、2015 年から 2030

年までに世界の一人当たりの利用可能な水の量は 18％も減少する見通しだ。これは、人

口増（年に 8300 万人増）と地下からの過剰な水のくみ上げによる。 

 

＊ 人体一日当たり必要とする水の量は          4 リットル 

人体一日当たりの食糧生産に必要な水の量は    2000 リットル（飲料水の 500 倍） 

 

＊ 世界の人口が 2015 年の 73 億人から 2030 年には 85 億人に増加する中で、食糧生産の

ための水を追加しなければならない。 

近年、世界の主要な帯水層のほとんどで過剰な揚水が行われ、その結果、多くの帯水層

が干上がり始めている。 

    注：帯水層――地下水で満たされた地層。地下水は地球上の淡水の 31％（約 1100 

万㎦）を占め、河川・湖沼（10 万㎦）の 100 倍以上の量になるという。その他

の大半は南極の氷・氷河など。 

 

＊ その予兆は、近年のアラブ中東地域、イラク、サウジアラビア、シリア、イエメンなど

で何が起きているかを見ればよい。4 か国の人口は 1 億 1300 万人で、その穀物収穫量

の合計は 2003 年に 1400 万トンでピークに達した。これが 2016 年には 900 万トンに減

少している。13 年間で 36％も減っているのだ。 

こうして、この地域は世界で初めて、「帯水層の枯渇によって収穫量が減少し、食糧供

給を世界の他の地域に依存する」地域となった。 

＊ 三大穀物生産国である中国、インド、米国の収穫量を合わせると、世界の穀物収穫量の

約半分になる。 
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14 億近い人口を抱える中国では、2016 年後半、政府が水を汲み上げ過ぎて乾燥が進む

中西部から膨大な数の人々を東部に避難させると発表したと伝えられている。それ以降

大規模な水移民の流れが始まっている兆しを目にするようになった。中国政府は、国内

のゴルフコース 683 か所をすき返す計画も発表して、世界を驚かせた。2017 年半ばま

でに、この国のゴルフコース 111 か所が耕されて穀物畑となった。残る 572 か所もこれ

に続く予定だ。 

＊ 人口 13 億 1000 万のインドは深刻な状況に陥っている。地下水位はほぼすべての州で

低下しつつある。インド北西部では、帯水層の涵養速度の 15 倍の速さで水を汲み上げ

ており、世界で最も急速に地下水位の低下が進んでいる。このまま毎年 1400 万人ずつ

の人口が増え続けるのなら、このような帯水層の急速な枯渇に伴って高まる政治的圧力

に、インドは乗り切れるのかということである。 

＊ イランとパキスタンも深刻な水不足に直面している。 

古代ペルシャ帝国に起源をもつイランの 7000 年の歴史が水不足により狂わされつつあ

る。現在の人口は 7900 万人だが、この国の水の専門家は 2400 万人を超える住民を長

期的に維持することはできないと警告している。 

これを聞くと、多くのイラン人が欧州や北米に移住しているのがわかる。米国に移住し

たイラン人は、数十万人に上るが、その多くが定住しているのは、皮肉にも水資源に乏

しいカリフォルニア州だ。同州の人口は急増中で、近年カナダの人口 3700 万を超え今

や 4000 万となっている。米国内で最大の人口を抱えるこの州は、すでに広範囲にわた

る帯水層の枯渇と水不足の拡大に苦しんでいる。 

パキスタンの人口は 2 億のラインを突破したところだが、人口増加に急ブレーキを掛け

なければ、手に負えないほどの帯水層の枯渇と水不足にすぐ直面することになるだろう。

パキスタンの一部の州、チョリスタン地方などでは、すでに大部分の井戸が枯れてしま

い、人口の 90％に当たる約 19 万人の住民が、家を捨て国内でまだ水がある地域へ移住

している。世界でも早くに発生した「水移民」の一角に当たる。水資源の枯渇の進行と

人口増加にブレーキをかける家族計画プログラムが全く存在しないことを考えると、パ

キスタンが国として存続できるか、世界銀行も国際連合も疑問を示している。 

＊ 国境をまたいで流れる国際河川の流域では、上流と下流の間の緊張関係が表面化しつつ

ある。エジプトは 8900 万の人々がほぼ完全にナイル川の水に依存している国だが、人

口が 9800 万に増加しているエチオピアなど上流の国々もナイル川に頼っている。これ

ら上流の国々の人口は急激に増加している。そのため、エジプトでは年毎に人口が増え

ているのに得られる水が減っている。 

＊ 米国も深刻な水問題に直面している。米国の広大なハイプレーンズ帯水層は、オガララ

帯水層として広く知られ、ミシシッピ川とロッキー山脈の間の南側の大部分の地下に広

がるものだが、涵養速度の 12 倍もの速度で汲み上げられている。この帯水層の外縁部

に掘られている灌漑用の井戸は、米国の穀物収穫量の１/3 近くを支えているが、干上が
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り始めている。 

もし、穀物を 100 か国ほどに輸出する世界の穀倉地帯たる米国が、長期的な食糧安全保

障に鑑み帯水層を枯渇させ続けるのは好ましくないと判断したら、どうなるのか？ 

つまり、過剰揚水はやめることになり、米国の穀物生産量は減少し、穀物の輸出は激減

することになる。穀物輸入国は食料不足に陥り、世界の食糧価格は高騰するだろう。 

すると、何が起きるだろうか？ 

世界中で、人口が拡大し続ける中、水不足によるストレスが現れ始めている。 

2017 年の世界の穀物収穫量は 25 億 9300 万トンから 6200 万トン減少し、2.4％減とな

った。中国国内では、中西部から膨大な人口が避難し、それに伴ってこの辺りの耕作地

が放棄されている。よって、同国の減少しつつある穀物収穫量は今後数年でさらに落ち

込みそうである。世界トップの穀物生産国の座を中国と争っている米国も、水不足が広

がることで穀物収穫量が減少する可能性が高いだろう。 

この先に生ずる水不足による食料不足は、現代文明がこれまでに直面した中で、最も困

難な課題を突き付けることになるかもしれない。手に負えないほどの食料不足となる前

に、水不足に対応する世界戦略を早急に作り出さなければならない。 

 

第１章 世界の水不足の広がり 

＊ 灌漑用水を含めた人口一人当たり年間・利用可能水量（国連基準） 

 ①十分な状態にある国      1700 ㎥/head 以上 

 ②水ストレス下にある国     1700～1000 ㎥/head 

③慢性的な水不足にある国    1000～500 ㎥/head   エジプト（660 ㎥） 

④危険なまでの水不足にある国  500 ㎥/head 以下    中国（400 ㎥） 

 

＊ 2015 年米国水道協会（AWWA）のジャーナルに掲載された論文によると、「国連データ

を始めとする様々な国と地域の推定値から 2025 年には、水不足による移民は 2 億人に

まで達する（水問題アナリスト・ロジャー・パトリック）。」と報告された。 

 

急増する人口、縮む帯水層 

＊ 世界で多くの湖沼や河川が姿を消している。同時に、地下水が失われ、地下水位が低下

しているのだ。米国航空宇宙局（NASA）は 2015 年 6 月 14 日、10 年間にわたり衛星

を使って世界最大規模の帯水層 37 か所の変化を調査した結果を公表した。報告による

と、21 か所が過剰揚水のせいで縮小しつつあり、なかでも「気がかりなほど急速に」縮

小しつつある 13 か所の帯水層も示された。 

しかもそれと同時に、世界人口が年に 8300 万人ずつという過去最大の伸び幅で増大し

ているのだ。 
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＊ 世界で最も深刻なストレス下にある帯水層の一つがインダス川流域の帯水層である。 

インド北西部にあり、パキスタンと共有している帯水層だ。 

 

 

この帯水層は現在、飲料水と灌漑用水を推定 3 億人の人々に供給している。しかし、表

に見られるように、揚水速度と涵養速度の比が 15 対 1 であり、世界の主要な帯水層の

中で最も急速に地下水位が低下している。 

＊ 米国の穀物生産のための 30％の灌漑用水を提供しているのが、ミシシッピー川とロッ

キー山脈の間、ネブラスカ州南部からテキサス州まで広がっているハイプレーンズ帯水

層で、これも縮小しつつある。グレートプレーンズの 8 州（サウスダコタ、ワイオミン

グ、コロラド、ネブラスカ、カンザス、オクラホマ、ニューメキシコ、テキサス）の全

域または一部に広がっているが、農家は今や涵養速度の 12 倍の速さで水を汲み上げて

いる。 

カリフォルニア州のセントラルバレー帯水層では、揚水速度と涵養速度の比が 2 対 1 で

ある。 

 

＊ ここ数十年、気候変動がもたらす食糧安全保障への脅威について多く議論されてきたが、

その影響は緩やかで、まだほとんどが未来に生じるものである。しかし、これに対して、

帯水層の枯渇による脅威は、すでにいくつかの国で穀物収穫量を減少させつつあり、今

では世界の収穫量が減少する瀬戸際にあるようだ。この減少はいつ始まるのか、という

問いに答えるならば「収穫量の減少は 2018 年に始まったのかもしれない」と答えるこ

とになるだろう。 

＊ 序論で述べたように、2015 年から 2030 年までの 15 年間に人口は 12 億人増加し、こ

の間水の供給量は 18％減少するという。これが世界の穀物収穫量にどのような影響を

もたらすか？ 

＊ 少なくとも食料不足が生じ、水ストレスの高い地域では食糧価格が高騰し、政情不安が
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高まるだろう。このような政情不安は弱小政府の崩壊を招き、帯水層の枯渇に加え、そ

れと密接に結びつき、追随して起こることの多い砂漠化とも相まって、膨大な数の移民

が発生しつつある。数年前に国連は、現在サハラ砂漠以南の西アフリカに住んでいる

5000 万人が、砂漠化によって住む場所を失い、北の地中海沿岸地方あるいは欧州へと

移動せざるをえなくなると推定したが、今にして思えばそれは過小評価だった。 

予想をはるかに超えるペースで住む場所を失う人々は増加している。例えば、イランで

は国土の南側 3 分の 2 が干上がり、何百万もの人々が村を捨て北へと移り住んでいる。

何十万ものイラン人が国を離れ、そのほとんどが欧米に向かっている。米国に向かった

多くが、カリフォルニア州で急成長中のイラン人コミュニティに加わっている。その規

模は数十万人に膨れ上がっているが、この場所はすでに帯水層の枯渇に直面しているの

だ。 

 

穀物収量減少への分岐点 

＊ 世界の地下水の取水量のうち、5 分の 4 が農産物の灌漑に使われている。 

世界の穀物収穫量は 20 世紀半ばから約 65 年間にわたって急増したのち、近年では伸び

が緩やかになってきた。2013 年から 2017 年までの 4 年間に収穫量の増加はほぼ見られ

なくなっており、2018 年以降減少に転ずる兆候が見られる。帯水層の枯渇により多く

の国で灌漑面積が減少しているうえに、砂漠の拡大により収穫量が減少している。 

世界の灌漑面積は、1950 年の約 100 万㎢弱から 2000 年には約 280 万㎢になったが、

2000 年から 2010 年の間に増えたのはわずかに 10％だった。それ以降灌漑面積は増加

していない。国によっては、河川が干上がり帯水層が枯渇するにつれ、逆に灌漑面積は

減少しつつある。 

 

水の枯渇 

＊ 世界人口の半分を優に超える 18 か国で、帯水層からの水を過剰に汲み上げることであ

る程度国民を養っている―――三大穀物生産国である中国、インド、アメリカであり、

このほかに人口の多い国は、パキスタン、メキシコ、イランなどである。 

＊ 地下水を汲み上げる量が多い国（過剰揚水） 

① インド           年間 2100 億㎥ 

② 中国            年間 1050 憶㎥ 

③ アメリカ          年間 1000 億㎥ 

上記 3 か国以外の国々を含め世界中で過剰揚水によって養われている人口は、 

約 5 億 8000 万人に達するだろう。（世界銀行） 
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第２章 干上がりつつある中国 

＊ 切迫した砂漠化のリスクに直面しているのが中国である。拡大し続ける砂漠は、毎年 

長さ約 225 ㎞、幅約 16 ㎞の帯状の土地を奪っている。国連環境計画（UNEP）は、中

国の 3 分の 1 を荒れ地又は砂漠と分類している。そのほとんどが北部と中西部に存在す

る。砂漠に生産性の高い土地を明け渡している間にも、人口は 13 億 7000 万から毎年

800 万人が加わっている。 

北京を取り囲んでいる河北省では、1052 あった湖のうち 920 が消滅し、残りはたった

132 だ。湖北省武漢市では、100 の湖のうち 70 の湖が失われている。西部の乾燥地帯に

ある青海省にはかって 4077 の湖があったが、その半分がそっくり消えてなくなってい

る。 

＊ 中国が抱える問題の一つは、水が均等に分布していないことだ。水の大部分は南部にあ

るが、人口の半分は北部に住んでいる。人口 2200 万の北京市では、一人当たり 1 年間

に利用可能な水量が 100 ㎥未満に落ち込んでいる。これは英国での水量のわずか 4％で

しかない。中国科学院の水質学者だった劉昌明は「現在、中国では 400 の都市が水不足

に直面しており、110 の都市が深刻な水不足に陥っている。」と述べている。 

＊ 中国の水需要の増加とそれに伴う水の枯渇の原因は、裕福になった人々が肉食を好むよ

うになり、豚や家禽の肉製品を大量に消費するようになっていることが大きい。2016 年、

中国における肉の総消費量は 7500 万トンで、いまや米国の年間消費量 3700 万トンの

2 倍である。中国の人口は米国の 4 倍であることから、所得が増え続ければ、まだまだ

肉の消費量も増加する。この趨勢を押しとどめる唯一の可能性は、水不足の拡大に伴い

飼料穀物（トウモロコシ等）のコスト、ひいては肉の価格が上昇することである。 

＊ 今問題になっているのは、中国政府が進めているといわれる、乾燥が進む中西部の土地

から膨大な数の人々を移住させることで、中国全体の穀物収穫量がどれほど減少するか

だ。中国の土壌肥沃度の分布では最低レベルの地域だが、それでも 2 億 5000 万人の住

民を養っていた。放棄されつつある土地の穀物収穫量は、データは入手不可能だがおそ

らく最低でも年間 6000 万トン（中国の穀物収穫量の 11％）にはなっていただろう。 

このような耕作地の放棄は、世界の農業生産力の低下を示す一つの例である。 

 

拡大する砂漠――周辺国にも大きな影響 

＊ 中国における過去の破壊的な砂嵐 

・1993 年 5 月 5 日 

・2002 年 4 月 12 日 

・2010 年 3 月 20 日――韓国、観測史上最悪の砂嵐 

・2018 年 11 月 
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＊ 巨大な砂嵐は、表土を数百万トンも運び出すが、その代わりの表土が自然のプロセスに

よって形成されるまでには何百年もかかるだろう。生態系全体が危機に陥り、絶滅する

動植物種がどれだけあるか誰にも見当がつかない。 

＊ 今のところ中国は、水不足が拡大する中で「穀物自給率 95％の維持」という目標を達成

するペースで穀物収穫量を増加させている。しかし、この状況はすぐに変わる可能性が

ある。ここ数年の中国の穀物収穫量は 5 億トンをわずかに超える程度で、少なくとも

4000 万トンは減少しているようだ。 

  注：毛沢東時代の 1959 年～1961 年にかけて、「大飢饉」により 3700 万人が餓死した。 

  これは、多くの農民を工業化のために駆り出した政策の失敗により生じたものだった。 

 

＊ 中国における大豆栽培の農地面積が減少し、ひそかに中国は大豆を海外（主に米国、ブ

ラジル、アルゼンチン）に頼らざるを得なくなっている。現在、国際貿易で取り扱われ

ている大豆総量の約 60％が中国向けだ。大豆の原産国である中国だが、今では自国で使

用する大豆の約 80％を輸入している。中国による大豆の輸入が急増した結果、また他の

アジアの国々や欧州での輸入大豆に対する需要が増加したことにより、世界最大の大豆

輸出国である米国では、主要穀物であった小麦やトウモロコシの作付面積よりも大豆の

作付面積のほうが広くなっている。14 億の中国人が大量の豚肉や鶏肉を欲しているた

め、その飼料穀物に混ぜるための大豆の需要が高まっているからだ。ブラジル、アルゼ

ンチンでも同様な影響が出ており、この 3 か国で世界の大豆供給の 85％を占めている。 

 

水の効率的利用 

＊ 中国の産業排水のリサイクル率―――40％（欧州のおよそ半分） 

水 1 ㎥当たりの経済的利益――――８ドル（欧州は 58 ドル） これは水供給に占める

灌漑用水の割合が非常に大きいことによる。灌漑用水からは、相対的に低い経済

的利益しか得られない。農業は水供給において、他への分配が終わった後の残り

しか受け取れない立場に置かれつつある。 

＊ 石炭産業と奪い合う水―――中国の水不足は石炭産業並びに石炭火力に圧力をかけ、 

エネルギー経済の再構築をもたらす。主要電源である石炭火力を維持するため 

に必要な水を確保する余裕がもはやなくなっていることが明らかになっている。 

中国では風力発電所の数が急速に倍増しており、現在では原子力発電所よりも

発電量が多くなっている。原子力発電も冷却に多くの水を必要とする。 

＊ 水道料金の値上げ―――世界全体でみると、取水量の 70％が農業、20％が産業部門、 

     家庭部門が 10％である。中国では農業が支払う水道料金はおよそ 1 ㎥あたり１

セントである。1000 トンの水で 1 トンの小麦を生産でき、その価値は約 220 ド

ルであるのに対し、そのための水のコストは 10 ドルである。このような低コス

トを享受する余裕はもはや中国にはないだろう。 
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第３章 インド～地下水位の低下、ほぼすべての州で進行 

＊ インドの年間地下水採取量は 1950 年代以降、10 倍に膨れ上がっている。インド北部の

3 分の 2 にわたって地下水位の低下が進んでいる。その原因は人口増加によるものだ。

13 億 1000 万の人口に毎年 1900 万が新たに加わっている。オーストラリア一つ分の人

口が毎年加わっていることになるのだ。これに対し、インドと同じ耕作地を有する米国

は、人口 3 億 2100 万で毎年の増加は 200 万だ。2017 年国連基準の「水ストレス」状

態に分類されていたインドは、近いうちに「水不足」状態のカテゴリーに移行してしま

うだろう。 

 

＊ インドが保有する淡水は世界の淡水の 4％―――それに対し人口は、世界人口の 17％。 

＊ 農業における水利用の効率化――― 

    湛水灌漑から散水灌漑      水効率を 40％改善 

    湛水灌漑から点滴灌漑へ     さらなる効率化 

（以下省略） 

 

第４章 減少しつつある米国の水資源 

＊ 米国は世界の穀倉地帯であり、およそ 100 か国に穀物を輸出している。それにもかか

わらず地下水資源が急速に枯渇しつつあり、穀物を輸出し続ける力が弱くなっている。

穀物輸入国は自国の地下水資源を枯渇させている国が多い。それらの国々は米国の穀

物輸出の減少にどう対応するのか？ 

 

世界最大の帯水層も水位低下 

＊ 米国の灌漑農地面積の推移 

1964 年   15 万㎢ 

1997 年   22 万 7000 ㎢ 

2007 年   23 万 1000 ㎢――――10 年間の増加は僅かで、今では減少している。 

 

＊ ハイプレーンズ帯水層とカリフォルニア中部の帯水層の両方で、現在の揚水速度ですら

枯渇が進んでいることから、地下水の灌漑利用がこれ以上増加することは考えられない。

むしろ、これから何十年も続く緩やかな灌漑面積の減少が始まっているようだ。その結

果、世界の穀物市場がひっ迫し、世界の食糧価格が押し上げられるかもしれない。 

 

＊ 米国の灌漑面積の Top５―――ネブラスカ、カリフォルニア、テキサス、アーカンソー、

アイダホの各州である。 
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カリフォルニアが長年全国一の灌漑州であったが、今では 4000 万の人口を抱え、消費

者の水の使用量が急増して灌漑に利用できる水が減っているため、近年では灌漑面積が

減少している。その上農業以外の水需要が増加し、それに応じ州は水を振り向けたため、

灌漑に利用できる水はますます減少した。そのため、カリフォルニアは「灌漑先進州」

トップの座を人口密度の低いネブラスカに明け渡した。 

 

＊ 米国で灌漑に用いられる最大の地下水源はハイプレーンズ帯水層（オガララ帯水層）で、

世界最大の帯水層である。八つの州（サウスダコタ、ネブラスカ、ワイオミング、コロ

ラド、カンザス、オクラホマ、ニューメキシコ、テキサス）にまたがり、米国の灌漑用

水の 30％を供給する。 

米国地質研究所の報告によれば、1950 年から 2013 年までの調査で、ハイプレーンズ帯

水層の灌漑用井戸の数は、3349 基から 7460 基と倍以上に増加していた。その一方で、

1950 年から 2011 年までの 61 年間に、帯水層の水位は約 4ｍ低下した。つまり、5 年ご

とにおよそ 30 ㎝の低下である。しかし、2011 年から 2013 年までの 2 年間は低下速度

が加速し、毎年約 30 ㎝となった。 

帯水層の枯渇は、最も浅い部分である南端から始まった。テキサスの灌漑による穀物作

付面積は 1975 年にピークに達した。その後この面積は 65％が減少しており、急激な減

少はここ数年に起きている。カンザスの灌漑による穀物作付面積は、1982 年にピーク

を迎え、その後 41％減少している。いまや小麦だけでなくトウモロコシでも全米有数の

生産地となったネブラスカでも、灌漑面積のピークは 2007 年で、その後減少し始めて

いる。ハイプレーンズ帯水層の不安定化は、地域の農家にとって重大であるばかりか、

米国の穀物を輸入する国々にとっても重大なことなのだ。 

＊ 地下水を急速に失いつつある米国の主要な農業地域の二つ目が、米国南西部を占めるコ

ロラド川流域だ。この川は、4000 万人を超える人々に生活用水を、そして農業にはおよ

そ 1 万 6000 ㎢の土地を灌漑するのに十分な水を供給している。 

米国地球物理学連合の 2014 年に行われた研究により、コロラド川流域で 2004 年後半

から、地下から汲み上げられた水の 76％以上が、地下水が補給されるペースより速く失

われたことが判明した。 

 

気候変動に合わせて、農家は生産環境の調整をしなければならなくなるだろう。それに加え、

米国南西部の人口急増が水の需要を増大させている。水やりをせず茶色く変色した芝生で

我慢し、裏庭のプールを止め地域のプールを利用し、ゴルフコースをすき返して水の使用量

を減らし、水を効率的に使う家電製品に切り替え、シャワーを浴びる回数を減らすなどをし

て、水の使用量を減らすことだ。主要な水利用者である農家にとっても、より水効率の良い

作物に移行し灌漑効率を高めることを求められるだろう。 
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過剰揚水の問題 

＊ 米国科学アカデミーによれば、現在のペースでハイプレーンズ帯水層から水を汲みだし

ていたら、あと 30 年しか持たないと推定している。帯水層は完全に枯渇し、この地域

は地下水の再補給を降雨と雪解けに頼るようになるだろう。きわめて対照的に、2015 年

に 3 億 2100 万だった米国の人口が、この時期に 3 億 9200 万に達すると予想されてい

る。これは 7100 万人の増加、つまり 22％増だ。 

＊ 主要な穀物生産州の農家は、過剰に水を汲み上げ小麦の収穫を増やしてきた。また小麦

よりも収量の高いトウモロコシに切り替えてきたカンザスなどもある。その上に、水集

約的な産業、水圧破砕法を使う石油産業が入ってきたテキサスなどが急速に水資源を使

いつくそうとしている。テキサス州西部では、石油会社やガス会社などとの水競争に脱

落して、生活用水を利用できる地域に引っ越していく「米国における水移民」が発生し

ている。上昇する生活用水を負担しきれなくなった人々だ。中国やインド、イラン、パ

キスタンなどの「国内の水移住」が起きている人口の多い国々の仲間に入ろうとしてい

る。 

＊ 灌漑面積の減少は今に始まったことではない。全米有数のネブラスカでは、1950 年頃

に灌漑が始まってから、地下水位が 15ｍ以上も低下した。まだ、いわゆる「井戸の底」

に行き着いていないのは確かだが、地下水位の低下の深刻さについては警戒すべきと言

える。ネブラスカはトウモロコシの生産州でもあるが、灌漑面積は 2007 年にピークに

達した。 

大草原の幾つかの重要な州では、帯水層の枯渇によって穀物収穫量が減少しつつある。

この減少はまだ米国全体の穀物収穫量を減少させるほどではない。しかし、米国全体の

穀物収穫量の大部分は、生産性の高い中西部のトウモロコシ地帯に集中している。 

 

水ストレスが迫るカリフォルニア 

＊ カリフォルニアのセントラルバレーでは、野放しの地下水のくみ上げによって帯水層が

急速に枯渇しつつある。現在の経済成長は、過剰な汲み上げによって支えられているの

だ。水の 40％が地下水源から供給されるこの州では大きな問題なのだ。 

セントラルバレーは、米国全体、ひょっとすると世界全体でも最も生産性の高い農業地

域である。ハイプレーンズ帯水層の水が穀物生産に用いられるのとは対照的に、セント

ラルバレーの帯水層の水は果物や野菜、ナッツ類などの高価な作物の生産に用いられる。

ハイプレーンズ地域の農業生産額は、年間 350 億ドルあたりを上下するのに対して、は

るかに小さいが集約的な農業がおこなわれているセントラルバレーは、210 億ドルもの

農産物を生産している。 

＊ カリフォルニアは世界屈指のナッツ類の供給地である。ナッツ類を輸出することは、水

を輸出することに等しい。アーモンド 1 粒を生産するのに 3.7 リットルを超える水を使

うのだ。ピスタチオ 1 粒の生産には約 2.8 リットル、そしてクルミ 1 粒の生産には 20
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リットル近くの水を使う。カリフォルニアで収穫されるアーモンドの３分の 2 は海外に

出荷され、その大部分が中国に向かう。 

＊ 頼るべき水源を持たない町や都市は、農家から水利権を購入するしかない。ますます多

くの農家が灌漑水利権を都市に売り、乾地農法に戻るか農業を廃業するしかない。 

  2003 年、カリフォルニア、インペリアルバレーの農家たちが、およそ 100 万人分の生

活用水の需要を満たすのに十分な水を毎年サンディエゴ郡に送ることに合意した。米

国史上最大規模の農地から都市への水の転用である。契約期間は 45 年だ。インペリア

ルバレーは広大な野菜畑だが将来の食糧生産が減少するだろう。ニューヨーク・タイム

ズは 2011 年に「コロラド川の水によってこの地が豊穣の角になってから 100 年後の

今、町や都市への制限のない水の転用によって、この地は砂漠に戻るかもしれない」と

述べている。 

石炭火力発電所閉鎖で水需要緩和 

＊ 石炭火力発電所数が急減しているために、この業界が使用する水の量が着実に減ってい

る。2002 年に始まったシェラクラブの脱石炭キャンペーンによるところが大きい。 

まず計画段階にあった 184 の発電所の建設を阻止し、稼働中の石炭火力発電所 523 の

約半数を 2025 年までに閉鎖することを目標にしている。2016 年には、200 を超える石

炭火力発電所を廃止に追い込んでおり、予定よりもかなり先を行っている。 

＊ 人口が急増しているコロラド州には、世界で最も活発な水市場がある。あらゆる規模の

都市や町が、農家や牧場主から灌漑水利権を購入している。同州の南東 4 分の 1 を占め

るアーカンザス川流域では、コロラドスプリングス市とオーロラ市（デンバー郊外）が、

この流域にある農地の 3 分の 1 に対する水利権を購入した。米国地質調査所は、コロラ

ド州で 2000 年から 2005 年までの間に失われた農業用水によって、州全体で推定約 2000

㎢の農地が干上がったと推定している。 

＊ 水の政策を作るのに際して最も重要なことは、現在の水の使用量と、将来の長期的な需

要とのバランスをとることである。 

＊  

第 5 章～第 10 章   省略 

第 11 章 水不足と食糧安全保障 

＊ 水不足について考えるとき、飲料水の確保を考えるだけでなく、2030 年までに増える

と予測される 12 億人分の食糧を生産するための十分な量の水を手に入れることだ。

2030 年の 85 億人は一人残らず、食料と水が必要なのだ。 

 

主要帯水層の過半数が枯渇 

＊ これまで世界の農家は、増加一途の食糧需要に追い付いてきた。しかしこの数十年間は、

過剰な水のくみ上げにより世界最大規模の 23 の帯水層のうち 13 の帯水層を枯渇させ
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ることで、ようやく需要に追い付いている状況だ。さらに国によっては、農民たちは耕

作すべきではない極めて浸食されやすい草地も耕してしまい、砂嵐が形成され、まだ生

産性が高い状態の土地を砂漠に変えるお膳立てをしている。要するに、帯水層の枯渇と

砂漠の拡大の二つの趨勢が重なりつつあることで、地球上の生産性の高い土地の面積が

減少し、その結果我々の未来が脅かされている。 

我々の地球文明が「衰退から崩壊へ」の道へと向かっているにもかかわらず、我々は毎

年記録的な 8300 万もの人口を増やし続けているのだ。生殖行動を変えて人口を安定さ

せ、水利用の効率を高める新しい道へと進むことはできないのだろうか？ 

 

＊ 各国の水資源は用水路とパイプラインではなく、世界の穀物市場によって結び付いてい

る。国境を越えて商取引される水の大半は、穀物の形をとっている。水の豊富な国は穀

物を輸出し、水が不足している国は穀物を輸入する。穀物の国際貿易は水に頼って国々

を結びつけている。穀物は実質上、水の取引に用いられる通貨なのである。 

 

将来の問題として重要なのは「世界中でどれくらいの人々が過剰揚水で生産された穀物

で養われているのか。そして、この人口はどれくらいの速さで増え続けているのか」で

ある。正確な数字は誰にもわからないが、10 年以上前に世界銀行の出した推計では、イ

ンドの人口 13 億 1000 万人のうち 15％、つまりおよそ 2 億人が、過剰揚水によって生

産された穀物で養われていた。今日ではさらに大きくなっているだろう。 

インド、中国、パキスタン、インドネシア、イラン、フィリピン、メキシコといった、

人口の多い国々は、国民を養うために過剰に水を汲み上げつつあり、一方米国では、自

国民のための食糧を生産するとともに、輸出を続けるために過剰揚水を行っている。 

 

近づく穀物収穫量の限界 

＊ 2016 年の時点で、世界の人口 73 億人のうち、控えめに見積もって 6 億 4000 万、9％近

い人々が過剰揚水で生産された穀物で養われていた。そのうえ、ここ何十年にもわたっ

て世界の穀物収穫量の拡大を後押していた趨勢は弱まりつつある。 

特に、中国、米国、インドといった三大穀物生産国においては、最近まで穀物収穫量が

増加していたが、いつまで続くかは不明である。中国で大量の移民が生じれば、それに

よって相当な耕作地が打ち捨てられ、中国だけでなく世界の穀物収穫量が減少するのは

間違いない。三大国のほかに収穫量が頭打ちになり、減り始めているとみられる国が二

つある。人口 7900 万のイランと 1 億 2700 万のメキシコだ。両国の帯水層は完全に枯

渇している。 

＊ 現在、収穫量が減少しつつある国は 7 か国ある。幸いこのグループの合計人口は今のと

ころ世界人口の 7％である。サウジアラビア、シリア、イエメンの 3 か国は、帯水層の

枯渇が原因で名を連ねた。カザフスタン、ナイジェリアは砂漠化が原因で収穫量が減少
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している。どちらのグループもこの流れを逆転させることは難しいだろう。人口が急増

していることと、砂漠化を進める条件が揃っているからだ。 

残り 2 か国は北朝鮮と韓国だが、その理由は異なっている。北朝鮮は驚くほどずさんな

農業経営によって名を連ね、韓国は工業大国になろうと、経済資源を工業部門の拡大に

集中させ、自国の穀物収穫量を減少させている。 

制約となるのは水不足だけではない。耕作地と草地を砂漠へと変えてしまう砂漠化だ。

北アフリカ、中東の多くの国々、中国の北部と中西部、そしてインド亜大陸の北西部で

砂漠化はありふれたものになっている。 

＊ 収穫量が横ばいになり始めたと思われる国々の総人口は 29 億人で、世界人口の 40％近

くに当たる。アルゼンチン、オーストラリア、カナダが名を連ねており、この 3 か国で

世界全体の小麦輸出量の大部分を占めている。このグループには日本も名を連ねている

が、日本は何十年もの間、世界の主要穀物輸入国になっている。エジプトもこのグルー

プに属する。帯水層の枯渇が原因で収穫量が増えていない国々は、イラン、イラク、メ

キシコだが、このグループで最も人口の多い国は 2 億 5600 万人を抱えるインドネシア

である。不安を感じさせるほどの水供給のひっ迫に悩まされている。 

 

水ストレスによる紛争の増加 

＊ 2013 年（国連統計がある直近の年）    政治難民の数   約 2500 万人 

 

水難民の数は着実に増え、国連によれば 2020 年までに 5000 万人が、砂漠化が進むサ

ハラ以南のアフリカ西部から北アフリカや欧州に向かって北上する可能性があると推

定している。これらの人々が耕作している土地は放棄され、その結果穀物収穫量もさら

に減少するだろう。 

＊ 水ストレスを抱える国々が井戸を枯らさない水量でやっていけるところまで、人口規模

を制限する人口政策を素早く打ち出せるかどうかである。出来なければ水難民は増え続

ける。一度水難民の流れが始まればドミノ現象が起き、ある地域の水ストレスから逃れ

ようとした移民たちは、別の場所で帯水層の枯渇を加速させ、さらに大規模で長距離の

移住が起こる土台を提供することになる。この例が干上がってしまった自国からカリフ

ォルニアへと移り住んだ推定 20 万人のイランの事例である。 

帯水層の枯渇が進んでいるカリフォルニアは 4000 万人近い人々が暮らしている。イラ

ンは 7900 万の人口を抱えているのに、持続可能な水供給ではわずか 2400 万人しか生

きていけないという。このことからも、イランの国外への移民の流れはしばらく続くだ

ろう。 

＊ 川の水利権をめぐる争い 

・メコン川    中国、タイ、べトナム、ミャンマー、ラオス、カンボジア 

・インダス川   インド、パキスタン 
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・ガンジス川   インド、パキスタン 

・チグリス・ユーフラテス川  シリア、イラク、トルコ 

・ナイル川    エジプト、スーダン、エチオピア 

・コロラド川   米国、メキシコ 

＊ どん底をめがけての競争 

・セントラルバレーでの井戸の掘削競争 

――ニューヨーク・タイムズ、2015 年 6 月 7 日に「井戸掘りブームが起きており、これ

はどんな土地の争奪戦にも負けず劣らず激しい水の争奪戦である」と書いている。 

 

現在の穀物収穫量はピークなのか、これからも増加するのか？ 

＊ 2013 年～2017 年の 4 年間で世界の穀物収穫量は、年間 24 億 8000 万トンあたりで上下

している。 

帯水層の枯渇・砂漠化が続くとしたら、世界の穀物収穫量は減少していくだろう。そこ

に世界の人口がかなりの速さで増加し続ければ、一人当たりの穀物消費量は減少し、世

界の人口がバランスの取れたところで安定するまで、穀物消費量の減少は続くかもしれ

ない。 

各国政府が出生率を抑制して人口規模を安定させるか、飢餓によって死亡率が上昇する

ことで自然とそうなるのか、いずれかの理由で世界人口は安定化へと向かうだろう。 

 

第 12 章 人類を救うことはできるのか 

 水供給量の減少は現在起きていること 

＊ そのためには、人口増加に歯止めをかけるだけでは不十分で、地球の水収支的に持続可

能な水供給量の限界内に水需要量が収まる水準にまで、人口規模を減少させることが求

められる。つまり、世界の水使用量を現在の水準より 20％ほど削減するのである。 

過剰揚水によって支えられている現在の文明を救う道は、揚水量を速やかに持続可能な

水準まで、つまり帯水層の涵養量を超えない水準にまで減少させることである。 

 

＊ 世界の食糧経済の考え方を根本から変えつつある。今までの穀物輸出国も、自国に残さ

れた地下水を守るため、穀物輸出を減らすか、完全に禁止するかもしれない。世界の穀

物市場全体の動きが根本的に変化しつつあることの表れが見られる。 

＊ 科学者は増加する人口を支えるだけの水がない都市を北半球で 131 か所特定した。 

このような都市の一部または全域から住民が立ち退くことは今までなかったことであ

り、社会の準備が整っていない。かってみたこともない規模で国内あるいは国境を超え

る移民により、政治的ストレスが極端に高まる可能性がある。たとえば、700 万の人口
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を抱えるパキスタンのラホールは、河川や湖沼といった表流水でなく、地域の地下水に

100％頼っている。このような都市は、帯水層が枯渇するにつれ、住民がいなくなり消

滅するだろう。 

 

供給量と使用量のバランスをとるための 5 つの取り組み 

⑥ 人口増加を早急に食い止める。 

⑦ 水の需要量が水収支的に持続可能な供給量を超えない水準まで、世界人口を縮小。 

⑧ 農業部門で灌漑効率を向上させる――水利用効率の高い作物への転換と水利用効率の

高い灌漑技術の採用。世界人口規模を縮小させるまでの時間稼ぎ。 

⑨ ライフスタイルの簡素化――肉、牛乳、卵といった穀物集約型の食べ物の消費量を減ら

す。 

⑩ 世界エネルギー経済の再構築――水を大量に必要とする化石燃料や原子力から風力や

ソーラーエネルギーへの移行を加速させる。 

 

＊ 経済の衰退を避けられるほど水の効率を高めることができる国があるのかどうか、それ

は、まだ分からない。   最も不足している資源は「時間」なのだ！ と言える。 

＊ 人口規模を基本的に安定させた国は、フランス、ドイツ、英国、日本、ロシア、ポルト

ガル、スペイン、台湾など、比較的裕福な国々である。これらの国々は、水資源の限界

内で人口を安定させたように思われる。 

中国も年間人口増加率がわずか 0.5％と、人口の安定に近づきつつある。しかし、残念

ながら、その水使用量はすでに持続可能な供給量をはるかに上回っている。まだ人口増

加が続いているのは、インド亜大陸とサハラ以南のアフリカに集中している。 

＊ 出生率を下げることによって人口規模を十分な速さで安定させることができなければ、

水不足が広がり、収穫量が減少し、飢餓が広がる中で、死亡率の上昇によって人口規模

が安定するという最悪の道を進むことになる。その選択は我々なのだ。 

 

水利用効率を高める 

＊ この半世紀というもの、二酸化炭素排出量を削減しようとして、エネルギー効率の向上

と再生エネルギーへの移行に我々は取り組んできたが、今や地球の乾燥化のため、水利

用効率の向上に取り組むことを余儀なくされている。 

発電のための石炭使用を段階的に廃止し、石炭採掘や石炭火力発電で使用される水をな

くしていくのも一つの方法だが、世界の地下水使用量の 80％近くを灌漑が占めている

ので、まずはここから始めるのが理にかなっている。 

＊ 世界の灌漑面積は 1950 年以降 3 倍以上になったが、ここ数年は地下水資源が枯渇する

ことに伴って縮小し始めた国々もある。世界で群を抜く二大穀物生産国の中国や米国も

含まれる。 
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① 水利用効率の高い作物への転換――米から小麦へ 

小麦１トン生産するのに      水 1000 トン必要 

米１トン生産するのに       水 2000 トン必要 

エジプトなどでは「米よりも小麦を食べるべき！」と公に認めている。 

② 灌漑システムの効率化－－効率の高い順に、点滴灌漑、スプリンクラー灌漑、畦間

灌漑、湛水灌漑である。 

高価な設備と多くの労働力を必要とするが、最も効率が高いのが点滴灌漑である。

次が回転するセンターピボットを用いた、スプリンクラー灌漑である。米国の中西

部に見られる緑色の円形農地である。 

③ 個人レベルでの畜産物やその加工品の消費を減らすことで水の使用量を減らす。 

肉の消費量が少ないインドでは、穀物使用量が一人当たり年間 200 ㎏、これに対し

平均的な米国人は、一人当たり年間１トン近くの穀物を消費しており、インド人の

約 4 倍強に当たる。20％が、パンやシリアル、菓子類として消費され、40％が肉や

牛乳など畜産物やその加工品として間接的に消費され、残りの 40％が近年まで自

動車の燃料となるエタノール生産に使われてきた。 

 

水不足から国家破綻に陥る可能性のある国々 

＊ 砂漠化     アフガニスタン、カザフスタン、ナイジェリア 

帯水層の枯渇  パキスタン、イエメン 

 

水集約的エネルギー源との決別 

＊ 石炭火力・原子力からソーラー、風力 

ウォーレン・バフェット、2013 年に再生可能エネルギー投資に 150 憶ドル 

            2015 年にさらに 150 憶ドル投資 

テッド・ターナー    ソーラー発電に投資 

フィル・アンシュッツ  再生可能エネルギーへの投資にシフト 

＊ 自転車シェアー、カーシェアーのプログラムの台頭（社会変革） 

自動車を製造するための原料の加工に使われる水は、自転車製造で使われる水の量のお

よそ 100 倍である。ゼネラルモーター社でさえ、今や広大な本社構内を動き回るために、

従業員に自転車を提供している。 

カーシェアーは米国を始め多くの国で急速に広がっている。カーシェアー用に自動車 1

台導入するたびに、自家用車 14 台が不要になると推定されている。 

水を監視する国際機関を 

＊ 水不足に伴う様々な世界的激動に対処するための組織的で国際的かつ人道的な国際機

関がまだ存在していない。 

それに水計画も必要である。必要な時には水がそこにあると、無邪気に想定することは
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もはやできない。各国政府は国民に対して水供給を第一義的な責任を負っているが、長

期的な水計画に類するものを持っていない国が多い。人口と水の政策を調和させること

で水不足の広がりを抑える必要がある。 

国際的な水の需要と供給に関するデータの収集・分析そして予測をする国際機関が必要

である。WHO、FAO、UNPF（国連人口基金）といった特定問題だけを扱う国連機関、

水だけに焦点を当てた「世界水機関」である。 

 

＊ このような国際機関ができれば、今は「忘れられた存在」となっている地下水の枯渇問

題も、地球規模の問題であることを世界に知らせ、世界中の水教育の取り組みを支える

ことになるだろう。世界の人類は皆運命を共にしており、帯水層の枯渇を食い止め涵養

させるためには、皆が力を合わせなければならないことを常に思い出させてくれるだろ

う。各国政府と連携し、水収支的に持続可能な水準まで人口規模を縮小させるような人

口政策を作る手助けもできるだろう。世界人口を水収支的に持続可能な水準まで減少さ

せることは、地球文明がこれまで直面した中で最も困難な課題であるかもしれない。（了） 

 

（2021.01.24.） 梅津寿一記 

 

 

参考： 監訳者、枝廣淳子さんの「本書に寄せて」から 

   2005 年に、海外から日本に輸入されたバーチャルウォーターの量は、約 800 億㎥、 

   この量は日本国内で使われている年間の水使用量と同程度だという。 

   我々は国内で使っている水量と同じだけ、他国の水を使わせてもらっているのであ

る。果たしてこれは、世界にとって、日本にとって、持続可能なのだろうか？ 

 

   監訳者の枝廣淳子さんは、環境ジャーナリストで翻訳家であり、環境・エネルギー問

題に関する数多くの講演・執筆など行っている。「幸せ経済社会研究所」所長。 

   前回取り上げた「定常経済は可能だ」でのハーマン・デイリーとのインタビューも行

っている。 

 

 

 

 

 


