
文部科学省・人間文化研究機構連携研究「人と水」シンポジウム 

水のつながりを考える 
～ふるさと西条のおいしい水を、未来へ～ 

 

日時：平成２０年９月１５日(祝)１３：００～１７：３０ 

場所：西条市総合文化会館小ホール 

概要：講演やパネルディスカッション、聴講者からの質問を交えながら進行。印象に残った点は以

下の通り。 

Ｈ２Ｏ
えいちつーおー

と「水」は意味が異なる。「水」は、その地域の文化や歴史のもとで考えなければいけ

ないもの。「水」はこれまでも「総有」の理念のもとに、慣行水利権といった形で利用・調整

されてきた。「地下水」について現行法は「私水（私有）」として扱われているが、西条モデル

として「総有」の理念を発信していきたい。そのために、西条の水循環、地下水の涵養域など、

科学的にわからせる「視える化」を進めていく。また西条市民は、「西条が世界一水が豊かな

地だ」ということを認識することからスタートして。 

 

 13：00～13：08 開会挨拶 西条市長 伊藤宏太郎  

・「水を科学する」 文科省、人間文化研究機構とのシンポジウム 共に考えられる重要な意味を

持つ。 「水の価値観」 行政の目線を確認するきっかけとなる。 

・人口の暴発、飲料水の問題 地球上の真水は3.75％ 実際に我々が利用できるのは0.016％ま

で落ちる。私どもの水が、各方面にどう発信できるか。 

・分水等の問題のなか、「水は守る」と姿勢を示してきた。 ふるさとは元気でなければいけない。 

・百年ピッチで考えるとき、ジャッジ出来るのには、秋道先生達の研究の成果がつながる。全体

構造の中から水を考えている研究者に、西条は甘え、もぶれつきます。のりがよい研究者達、

目指すものがあるからのマンパワーが「力」となると思いを強くしている。 

・Ｏターン政策 人の流れのなかで情報発信していこう。人が動けばよい。情報発信能力があれ

ば、情報収集につながる。水については(情報発信していき)、西条のパワー。閉塞感の無いま

ち、その答えを厳しくとも自らが精査する。学と官の連携。 

・雨の中、多くの方の参加に、ありがとうございます。 

 

 13：10～13：34 講演①「人と水のつながりを考える」  

・講師：総合地球環境研究所 副所長 秋道智彌 

・当機構と西条市のつながりは、八重洲ブックセンターで佐々木部長が研究

連絡誌「人と水」を見つけ、「これでいこう」でスタートした。人と人の

つながり。 
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・2001年に文科省の大学共同利用機関として「人間文化研究機構」がスタート。5つの機関で構

成される。 

・14本のプロジェクト、約1,000人の研究者が参加。１プロジェクトの研究期間は５～６年。 

地球環境問題、地域から環境を考える、人間の文化の問題 

・連携研究「人と水」 Ｗａｔｅｒ ａｎｄ Ｐｅａｐｌｅ 

①人と水の多様な関わり 

②水の質と量、水の神聖性に注目 

③国内では、隅田川、琵琶湖、淀川水系、京都、西条、鳥海山系 

④海外では、メコン川流域、ガンジス川流域 

⑤シンポジウム、研究会、出版   → 西条シンポジウム 

・人と水の関わり ＝ 水は宇宙 

・水は誰のものか 社会的な存在 

・水のつながり ＝ 連鎖 ＋ 因果 ＋ 循環 ＋ 転換 

・加茂川は常願寺川より急な河川、その構造が地下水を生んだ。 

・加茂川河口部はラムサール条約登録湿地。 

・川 ＝ 洪水と旱魃
かんばつ

 

・水の制御 ＝ 自然との対立 

   洪水はあきらめ(容認する) 

      ↓ 

治水・利水・環境 多様性 

   水との共存 

・本日のシンポジウムの流れ 

１．流域全体で考える 

２．見える水と見えない水 

３．暮らしのなかで考える(歴史、民族の中の水) 

４．水は誰のものか？ 共有財産 誰が受益者となるか 市民、企業 

５．未来に向けて何が出来るか 

 

 13：35～14：15 講演②「世界の地下水問題」  

・講師：総合地球環境研究所 准教授 谷口真人 

・世界人口の１／３以上が地下水に依存している。しかし、見えない水な

ので人に意識されにくい。 

・地下水資源 地下水にも境界があり、国境を越えている部分が多くある

（ある国の地下水利用や汚染は、他国の地下水とつながっている）。 
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・２千億トン／年の地下水が利用されている。 この量は全世界の河川水の６分の１にあたる。 

全地球で平均すると１．２ｍｍ／年の雨量に相当。 

・見えない地下水を測る 上空４５０kmに２５０kmの間隔で２基の人工衛星を飛ばし、その間隔

の変化を測ることで地球の重力の変化を測定。水（地下水）の量の変化により重力が変化する

ことを利用。二つの人工衛星間の２５０kmの距離の変化を髪の毛の太さの１／１０の変化の精

度で測定。 

・地球上でも地下水が増えている地域と減っている地域がある。グリーンランドは氷河が溶ける

ことで減っている。 

・北米のオガラ帯水層 井戸数１２８，７２０本（１０．３本／km2） 農業のために大量の地下

水を汲み上げており、地下水の低下が最大４５ｍのところもある。 

・中国の華北平原 地下水の低下はこの４０年で４０ｍ。 

・地下水涵養量 アメリカ中南部５０ｍｍ／年以下  日本４００ｍｍ／年 

・伝統的な地下水問題 

①塩水化 

②地盤沈下 

③地下水汚染（硝酸） 環境基準値10mg/lを超える日本国内の井戸千本以上 

・新しい地下水問題 

①気候変動による地下環境の悪化 

②台湾 降雨パターンの変化によりダムの利水安全度が低下したことから、水源をダム

から地下水への依存に転換、見える水（公水）から見えない水（私水）への転換 → 

地下水への押しつけ 

③温暖化、都市化による地下温度上昇 → 地中有機物の分解が促進され分解熱による

温暖化の助長 

・アリストテレスの水循環 循環の方向こそ逆だったが、BC300 の学者がすでに水の「循環」を

イメージしていた。 

・陸から海への流出量 河川水として90％、地下水として10％ 

 海への栄養塩の流出量 地下水の寄与度が河川水とほぼ同程度 → 地下水の減少は海への栄

養塩の供給を著しく減少させる可能性あり 

・地下水は有限な資源か？ 循環（供給）されている量の範囲で使うなら無限であり、それ以上

使ったら有限の資源 → 「使って良い水」と「使わない方が良い水」がありそう 

・フードマイレージ、バーチャルウォーター 海外の牛肉は、海外の牧草を食べ、その牧草の成

長には海外の多くの水（雨や地下水）が使われている。ペットボトルで購入している海外のミ

ネラル水は水の直接輸入である。我が国は水すら自給自足できていない。 

・しだいに「遠く」の「遅い」水を使う生活になってきており、何が起きているか分からなくな
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ってきている。 「遠すぎる水」「遅すぎる水」 

・パラダイムシフト（考え方の転換） 

 「豊富な水」社会をポジティブに考える 

「使って良い水」「使わない方が良い水」を意識する 

 

 14：26～15：14 講演③「西条のおいしい水を科学する」  

・講師：総合地球環境研究所 教授 中野孝教 

・水のつながりを考える うちぬき（自噴水）を次世代につなぐために 

①地域のなかをつなぐ水 

②地域と地球をつなぐ水 

・西条の豊かな水は森の恵み 西条の平野での降雨は年間１４００ｍｍだが

ロープウェーのあたりでは２６００ｍｍの雨が降る。 

、

・雨量の年変化が大きいので、洪水、渇水に対応していかねばならない。 

・西条の温度上昇は大阪並み 近百年で世界の平均気温は0.75℃上昇、 大阪は2.5℃、東京は

3.5℃。 

・おいしい水の条件 

①水温が１０～１５℃ 

②炭酸を適度に含んでいること 

③ミネラル分を適度に含んでいること 

・硝酸汚染 旧西条は少なく、周桑は高い 

・塩素 東西で大きな違い 不透水層が（加茂川のあたりで）南北に位置している、海岸部で塩

水化が進行し、嘉茂神社の水はＮａ、ｃｌが多い。 

・水素同位体による水循環の調査 

 観音水は加茂川下流の水質に似ている 

自噴水は山地の河川水と似ている → 自噴水の供給源は山地かもしれない 

・水温も１３～１４℃と、山の水（寒風山の湧水）と似ている 

 

 15：15～15：49 講演④「アジアの水と人のくらし」  

・講師：総合地球環境研究所 教授 阿部健一 

・ベトナムあたりでは 水田が台風で洪水に浸かっても、また田植えをす

ればいい、水害に備え苗を多めに確保してある。 

・文化的側面を理解しないと、水の問題、水の持続可能については考えら

れない。 

・人と環境の関係は、文化に内包されている。 
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・水の問題は、それぞれの地域の伝統と歴史が尊重された時にのみ、真の意味で明らかとなる。 

 

 15：50～16：17 講演⑤「西条の人と水の歴史」  

・講師：西条市役所 生活環境部長 佐々木和乙 

・西条市の面積約500km2 可住地面積はその3割、約150km2 干拓地は30km2

と可住地の2割を占め、そこに人口の７割の人が住んでいる。 

・地下水は「私水」との法律上の解釈。 

・地下水を「公水」として、熊本市地下水保全条例が平成20年7月に施行さ

れた 

・「総有」の概念 

①私有 

②公有 

③共有 社会として所有する、分割や転売が可能、 

④総有 団体として所有し、個人で分割や転売は不可 

・道前平野地下水資源調査委員会 今を説明する「視える化」 

地下水法システム研究会 「未来のための処方箋」 → 地下水保全条例 

  義務と権利、保全策 

 

（広辞苑より） 

総有：共同所有の一形態で、ある物の所有権が実質的に帰属する団体に法人格がないため、

法律上その総構成員に帰属するものと観念される状態。 

共有：共同所有の一形態で、ある物の所有権が各自の持ち分として数人に帰属する状態。 

合有：共同所有の一形態。ある財産が共同の目的をもって結合する数人に帰属し、各自の持

ち分の処分や財産の分割が制限されている状態。組合財産の場合がその例。 

 

 16：30～17：30 パネルディスカッション「西条のおいしい水を守るには」  

＜まずは聴講者からの質問に答えて＞ 

Ｑ：アジアで井戸掘りの支援をしてい

る者だが、地下水を見つけるにはど

うしたらいいか？ 

谷口：電気伝導度で調べる方法がある

が、コストや機材の問題が･･･。 

阿部：地元の人に聞け。地元の人はどこに地下水があるのかよく知っている、死活問題だから。 
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Ｑ：西条の地下水は無尽蔵か？ 

中野：西条の地盤の隙間の容積は琵琶湖に匹敵する。しかし、我々が容易に使える水は地下30ｍ

ほどまでで、汲み上げるための技術やコスト、水収支の問題があり、現在調査しているところ。 

 

Ｑ：地下水が循環するのに要する時間は？ 

谷口：浅い部分の地下水は早く、深いと長く、循環に時間差がある。全地球の平均循環年数は900

年と言われている。 

中野：時間を計るために同位元素やフロンなどを使っている。西条は早そうだ。 

秋道：富山湾、立山は20年ほどとの調査結果がある。 

 

Ｑ：農地の荒廃が進むと地下水保全の対策はどうしたらいい？ 

谷口：休耕田を乾燥させてしまうのではなく、水を張り湿田を維持することの効果を研究中。ア

イガモ農法や魚の養殖など、稲作以外に水田を維持する検討を。 

 

Ｑ：有機農法、栄養が地下水の富栄養化とかに影響するか？ 

谷口：汚染ととらえるか栄養源ととらえるか、量が多すぎれば富栄養化、赤潮につながる。 

中野：人間が農業を行えば何らかの影響があり、メリット、デメリットがある。 

 

Ｑ：結石に西条の水は関係があるか？ 

中野：水の機能について研究が進んでいない。水の成分について測定は出来るが、水が生物に与

える影響の因果関係は分かっていない。 

 

Ｑ：これから何をすればいいのか、西条市民にアドバイスを 

阿部：西条が「世界一水が豊かな地だ」ということを認識してもらうことからスタート。 

 

＜秋道氏の進行でディスカッション＞ 

秋道：西条の水は質、量とも十分と考えても良いか。 

中野：西条の水は、おいしい水、質と量は安全、安心な水だと思ってよかろう。しかし海岸部で

は塩水化、西部では硝酸の濃度が高い。 

佐々木：水資源は世界では投資の対象になっている。「共有」は持ち分を分割することが出来、投

資家に取られてしまう危険性がある。慣行水利権は「総有」の理念から発生している。団体の

なかで役割を果たしたことで水を使えるというシステムであれば、投資の対象とならない。 

阿部：入会
いりあい

林
りん

 「共有」林と誤訳されているが「総有」林である。分割してしまうと森の機能が

失われる。途上国が中心になり、総有の理念のもと森林の保全が進められつつある。 
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秋道：海岸事業の実施にあたり、漁協だけに説明、補償をしてきたが、漁協だけが権利者ではな

い。その岸でアオサを毎朝採っているおばあちゃんも海岸を使う権利がある。山も海もしかり。

水も。 

 

秋道：聴講者の質問からひとつ、「西条市民や行政がやるべきことは？」 

谷口：「視える化」 第１のポイントは「比較」すること 

              空間的 西条と熊本、立山、日本、アジアと比べる 

              時間的 昔はこう、今はこうと比べる 

          第２のポイントは「ネットワーク化」 

各地域の活動家と全国の研究者をネットワーク化し情報発信を 

 

秋道：「地域のまとまりは何ですか？」の問いに市長は「だんじり」と答えた。そのパワーを水の

保全に活かせないか。行政だけが頑張ってもしょうがないので。 

阿部：だんじりを支えている地域の力を感じる。西条は地域の力が生きている地域だ。条例を行

政が上から押しつけて作ってもうまくいかない。市民パワーから、その結果として条例が出来

ないと。西条の水を「無限」とするか「有限」とするかは、西条市民が決めること。ストック

とフローの使い方。 

 

秋道：最後にみなさんまとめを 

谷口：地域の人の思いが集約されるのが「だんじり」、もう一つが「地下水」。様々な物の、様々

な大きさの循環、様々な時間的、空間的な循環が重なり合っている。社会が多様化。 

中野：地下水が無尽蔵かどうかを考えるのは西条市民の役割。そのお手伝い、視えるようにする

努力。しかし、科学は万全ではない、全てが解明できるわけではない。西条の地下水の源が森

なら、その森をどこまで総有するのか、それを調べ、発信していくのが「西条モデル」。 

阿部：西条モデル 世界に発信できる。今年の世界水フォーラムに参加し是非発信を。 

佐々木：地下水を調査している。「じゃあ、西条市民は何をしたらいいのよ？」からスタートする。

西条の地下水の涵養域をピンポイントで確認いただければ、そこの保全で、塩水化を含め対処

できる。何が出来るか、具体的に考えていきたい。出来るだけ早い時期に。 

 

― 以上 ― 


