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水利問題の経済論的接近

一一水資源配分最適化の理論一一

安 井正巳
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まえがき

最近水利用の合理化とか，最適な水配分とかといわれることが多くなっ

た。 これは，経済発展に伴って，利用しうる水質源が相対的に稀少性を増し

たことの結果である。経済活動において，生産に使用され，または消費され

る水の獲得が，物理的にも経済的にも必ずしも容易ではなくなった。つまり

水が自由財としての性格から，経済財としての性格を次第に強めてきたので、

ある。農業水利合理化問題，あるいは慣行水利権の整理の問題などというの

は，水の利用配分にあたって，より経済的配慮を必要とするという，このよ

うな経済的環境のなかで生じたものである。

ここでは，最近の水利をめぐる問題について， 経済論の立場から接近して

みたいと思 う。水が経済財としての性格を強めてきた段階において，水利問

題とい うのは経済論的に如何なる意味をもつか，その性格を明らかにするこ
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とは，同時にその方向を探る端緒をも見付け出すことになると考えられる。

いままで水問題というのは，主として計画技術的あるいは行政制度的な菌

からアプロ ーチすることが多かった。水資源開発計画とか，利用管理方式の

検討というのは，技術的あるいは制度的側面が主であった。もちろん，それ

はそれなりの理由がある。またいままでは，そうした接近の仕方で、多くの問

題が処理できたし，今後においてもそれらが重要性を失 うことはないであろ

う。

現在までにおいて，水問題に経済論的接近がなかったわけて・はなL、。 水資

源開発計画においては，早くから費用便益分析が行なわれ，これは，最近，

各方面で導入がはかられているところのシステム分析における中心的な分析

要具として，その先駆的な立場を誇っている。また，水需要測定などの面

で，最近の近代的な分析方法の適用が試みられたりしている。しかし，水問

題一般について経済論的な解明を行なっているのは極めて少ないように考え

られる。経済論とはし、L、ながら，実は社会論であったりするのである。

ここで試みようとしているのは，以上のよう な，水問題についての最も原

初的な問題意識から出発している。そうして，ここでのとりあげ方も，経済

論としては極めて概念的なものである。ある場合には，一般の経済理論の単

純なる適用，あるいはそれからの類推といったようなものである場合もある。

そうしてその結果として，非常に抽象的であったり，実証性が確保されてい

ないということもある。しかし いままでこうした議論がきわめて少なかっ

たとい うことを考えると，このような接近の仕方も一つの意味があるのでは

なし、かと考える。それは，今後発展するであろうと思われる数多くの議論に

対して，思考の出発点の一つを与え，あるいは実証的な作業の前提としての

意味をもつことがあればと考える。

1 経済循現置における水の位置

まず最初に，水を経済の循環のなかでとらえるとき，その位置を明らかに

しておこう。水が経済財として欲求されるのには，二つの形がある。一つは

最終消費財としてであって，経済循環のなかでは最終需要を形成する。飲料

水としての需要がこれである。いま一つは， 他の最終消費財あるいは中間的

な生産財のために投入される場合である。 これは経済循環のなかでは中間需
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要を形成する。 工業用水や農業用水，水力発電などがこれである。

このような需要に対応するための供給については，第一に，自然の資源と

しての水から， 需要に対応するための水の生産が行なわれる。ダム建設と

か，淡水湖の建設によって，自然、の水を利用可能な形態にかえることであ

る。第2は，このようにして自然、の資源から生産された水を各需要部門に分

配し，あるいはすでに分配された水を再配分することである。

財に対する需要の流れは，最終消費財を起点として，そのための生産財に

中間需要が発生し，それからまた派生需要が発生し，順次その需要を満たす

ための生産財の需要として成立してゆく。この際，工業用水とか，農業用水

は，生産財と しての中間需要であるから，その需要を発生せしめる生産の動

向によって支配される。

供給の過程においては，この需要の過程とは逆の連鎖をとることになる。

自然、の資源が生産過程を経ることによって生産され，この生産された水が各

部門へ流通配分され，中間需要に対応して生産財の生産に投ぜられるととも

に，あるものは最終消費財の生産に投せ事られ，また，直接最終消費財として

消費に向けられる。

このような循環過程のほか，水資源については，貯留 （海，湖など）→蒸発

→凝結（雲）→降水 （雨，雪など）→浸透→地下貯留（地下水）→流出 （河JI＼）→貯

留といったし、わゆる自然の態様としての水文的循環として示されることが多

い。しかし，経済循環のなかでの水は，この自然、の循環のなかのほんの一部

を占めるにすぎなL、。自然循環のなかの一部分のみが，経済財として経済の

問題の対象になり得るにすぎなし、。

また，これらの自然、循環のなかで，消費という言葉が使用される場合があ

るが，これもここでの経済循環のなかでの消費とは異なったものである。た

とえば，河川の水が消費されるというようにいわれる。また，農業で消費さ

れる水というような言葉を用い，その消費量を形成する要因として，たとえ

ば蒸発量，蒸散量，植物体形成量，浸透量などの項目があげられる。そして

このうち，ネットで消費される水は植物体形成量だけであり，他は再び循環

過程において還元するのであるから，厳密には消費とはいえなし、。ただし，

ーたん河川｜から農業用水に取り入れられた水が，再び河川の下流に流出した

としても，それはエントロピーの増大を来しているのであるから，その意味



22 

第1図 価絡による水需給の弾力性
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では消費されたので、あるということ

ができるという表現のされ方がされ

ることもあるI)。

このように，自然循環の過程のな

s かで，消費とし、う言葉が使用される

場合があるが，ここで経済の循環の

S'1 D' I D’ 体系のなかでみるとき，このような

~iji力性本の場介 弾力刊賊限大の場介とりあげ方はせず，たとえば，農業

における水の利用，米生産における水利用は，米という最終消費財生産のた

めの水という生産財の投入であるというようにとりあげる。

2 水の需要と供給

水に関する一般的な経済的性格を考える手初めとして，需要曲線を描くこ

とを試みよう。水需要全体について考えてみると，概念的には第 I図のDD’

線のよ うになるであろう。傾斜が大である。つまり，水需要に関しては，需

要の価格弾力性は小さいと考えられる。この弾力性とは，価格の 1%の低下

があったとき，需要量が何%増加するかによって示される。

しかし，この弾力性は需要部門によって相当の差があると考えられる。農

業用水，あるいは通常の飲料に用いられる上水道の場合には，価格が低くな

ったからといって，水の消費量がそれほど多くなるわけではなし、。弾力性は

きわめて小さいであろう。しかし，工業用水の場合には，相当蝉力性が高い

であろう。価格が大となれ！えこれに対する対応はより敏感である。しかし，

この際，使用量，使用方法の変化の二つの場合があろう。冷房用の用水が他

のものに代替されるというときには，使用量が減少する。工業用水道の価格

が上昇したために，地下水に転換するとしづ場合には，方法の変化が行なわ

れるのであって，使用量そのものは，余り変化しないこともあろう。

供給の価格安事力性については，それがどのような性格をもつものであるか

は，概念的にさえもよく分らなし、。そこで一つの極限として，弾力性零の場

合，すなわち縦軸に平行の場合と，弾力性無限大の場合，すなわち横軸に平

行の場合とを設定しよう。図のSS’線がこれである。おそらく弾力性は非常

に小さいのが事実であろう。
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この需給曲線が如何なる形になるかは，後に述べるように制度的なあり方

とも密接に結ひーついているものと思われ，その如何によって相当程度に変化

するであろう。

ただここでは，需要および供給の価格弾力性が小さいということは，水資

源の最適配分の面からは必すーしも好ましい条件ではないことを指摘しておこ

う。

水は経済財としては，他の財とはきわめて異なった性質をもっている。自

然との結合が強く，場合によっては自由財になったり，経済財になったりす

る。利用面でも供給面でも特性をもっているO さらに需給については，普通

の財にみられる市場条件が存在するかという問題もある。したがって，この

ような需給曲線を作成しようとすることが元来無理であり，意味のないこと

であるかもしれなL、。しかし，もしそうだとしても，その理由は何故である

かということから出発するのが，水の経済論の第一歩である。

この需要と供給の関係はどうか，いずれが先に決るであろうか。わが国の

ように雨量の多い国においては，当初供給量は相当程度に豊富であった。し

たがって供給量の制約なしに需要量が伸びることが可能であった。需要は供

給の天井を考慮することなしに形成されてきた。も し供給量が不足すること

があったとしても，先行的に形成された需要に応じて供給量が対応せしめら

れた。この限りで需要先行ということができる。

このような水利用における需給の対応の仕方を， 一次利水という概念でみ

る見方がある2)0 

これはつぎの式で現わされる。

水利用形態別水消失量
平均降水量

これは，降水量が 1回限り利用されるものと仮定し，流域別に，平均降水

量に対する水利用形態別水消失量の割合を求め，この率を加算したものであ

る。もともと，一次利水あるいは水消失量という概念自身がきわめてあいま

いであり，かっその作業過程に：おいても，資料の選択，データの採用方法に

必ずしも十分な厳密さがあるとはいえず，また作業方法に多くの簡略，仮定

がおかれているため，正確さに欠けるうらみがある。しかし，ここではこの

ようなことは承知の上でこのデータをみてみよう。降水量を水の供給量を示
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第2図 一次利水度と降水量の相関関係 （夏季）
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すーっの指標とすると，地域的には，供給能力以上に利用が行な われ てい

る。供給能力と利用とは必ずしも対応していなし、。すなわち，地域的にみる

と，水の供給量は，水の利用の前提とされたのではなく，生産およびそれに

伴う水の需要があり，これに地域の水供給力が対応してそれぞれの需給状況

を形成しているのである （第2図）。

農業における水利用の状況，すなわち，水稲生産における水の需給の歴史

的な対応の仕方については，供給条件の判断として渇水年が基準に用いられ

たのでなく， 平均年における水供給量を基準として水稲生産およびこれに対

応する問団が行なわれた。この ことの基礎には，米価，技術水準，その他生

産関係等の諸条件が作用している。こうした生産状況の下て・は，渇水年にお

いては需給のパランスがくずれるのは当然である。そこで， ある場合には水

利紛争が発生し，ある場合には水利配分をめぐる横行が成立した。

歴史的，地域的にみるとき，以上のような需給の対応の仕方が一般的であ

ったということができる。しかし，急速に需要が増大する段階になり，また

そのような地域においては，供給力が十分に対応しきれなくなり，供給力が

制約要因となって需要を規制するということになる。ただし この場合でも

先行的な需要があり，これに対して供給計画が立てられ，この供給量が制約

となって需給がバランスされるとい う形をとる。
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たとえば， 利根川水系の水資源開発基本計画における需要の見通しと供給

の目標をみてみよう。最近改訂された基本計画では，昭和50年を目標年次と

して需給バランスがはかられている。すなわち，昭和44年までに手当て済み

のものが毎秒上水18.2トン， 工水6.8トン，農水15.6トン，計40.6トン，こ

のほかに緊急暫定が6.8トンある。これに対し，H召和45年から50年までの聞

の需要想定は，上水53.9トン，工水38.9トン，農業用水41.2トン，計 134ト

ンであり，これに対して供給の目標をノーランスさせている。計画作成の際，

最初需要を先行して独立して算定したとしても，ついで供給計画が制約要因

となり，供給の目途がついたものについて基本計画に盛り込むことになる。

この意味で需要先行，供給制約型需給パランスといってよかろう。

3 需給ギャップ

水需要が与えられるとき，これに対する供給については， ダム，河口堰等

の施設の建設によって自然的な水資源の開発，すなわち水の生産がはかられ

るのが普通である。これは，いままで水問題に対してとられてきた方法で－あ

り，将来においても水供給の主役を果たすものであることは疑いない。

ところで，さきほど利根川水系における水需給バランスをみたが，このよ

うな計画の場合，厳密にいうと，経年的に十分にバランスしているのではな

く，ある目標年次においてのみノミランスしているのである。

淀川水系においては，基本計画は未だ作成されていないのであるが，現在

計画中の水資源開発計画を示すと，第3図のようになる。このような需給形

態についてつぎのことが指摘できる。第ーは，水資源開発計画において主役

を占めるダム開発は，それが生産力化するまで，すなわち，投資を開始して

から，施設が完成して現実に水が生産されるまでに長期間を要することであ

る。用地の選定，設計一， 用地買収， 建設等， 着手から完成までに数年を要

し，大ダムとなるほど長期間を要する。とくに最近は補償交渉のため完成年

が延びがちである。しかも，ーたん完成すると，これらの大型のプロジェク

トは大量の水供給をもたらす。

こうした供給の特性のため， 1地域における供給総量は，図にみるとおり

段階的となるのは必然である。一方，需要については，このように段階的と

なることは考えられなし、。より滑らかな上昇線となる。もっとも，景気の拡
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第3図 淀川下流に依存する阪神地域の水の需要
と供給
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大，沈滞等経済活動の動

向によって用水需要も変

化するのはもちろんであ

る。

こうした需要と供給の

形態上の差のために，二

つの聞にギャッ プが生ず

。。
ただし，現実の供給に

おいては，それほど段階

的なギャ ップがあるので

はなし、。というのは，基

本計画における供給は，

ダム等基本的な施設によ

る水生産，いわゆる原水

生産であるO これが現実

の供給力となって，生産

財または消費財の生産に

投入され，あるいは直接

消費されるためには，原

水生産以降の生産，流通，配分，すなわち専用施設の段階における処理が必

要であり，これらの処理は，ダム等による原水生産の段階に比して，より小

刻みとなるであろうからである。

しかし，いずれにしても需給の聞にギャップが生ずるのは避けられないで

あろう。このギャッ プについては，概念的には3つの型が考えられる。供給

後行型，供給先行型，折衷型の 3つである。第4図に示すとおりである。

(1）は多くの年において供給不足を生じ，これに対して，開発計画をたて，

供給能力の増大をはかつても またもやつぎの時期には需給ギャップを生ず

る。（2）の供給先行型の場合には，供給超過の時期の方が多 L、。（3）の折災型

は，供給不足を生ずる期聞がある反面，供給超過の期間をも生ずる。ただ

し，この際，需要量については，潜在的な需要量と，現実化したいわば有効



需要とを区別する必要があろ

う。潜在的な需要はあって

も，未だ企業が立地しないた

め，有効需要とならず，供給

超過を来すということがあろ

う。

通産省の調査によると，工

業用水道事業のうち，比較的

経営上問題のある事業40事業
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第4図

(1) (2) (3) 

について調査したところ，昭 供給後行型供給先行型 折衷聖

和42年において収入が46憶に対して

支出が 100億であるという。これは，

供給超過であり，未売却水の発生を

来したものであろ う。図における斜

線部分がこれを示す。

ところで，これをもう一度書き直

してみよう。供給線のうち，実線は

現実の水量供給を現わし，点線は制

度的な対応策を示す。もちろん，こ

れらは概念的なものであり，説明的

な手段として用いている。

①の段階において需給ギャップが

発生する。この際，通常，現実に対

して制度上の遅れが存在する。これ

第5図

一一一一需要
一一一物的供給!Iii線

一一一ー制度（J'.J供給態勢

が認識され，開発に関連する何らかの制度的対応策がとられる。たとえば水

開発のための法律あるいは公共投資等の制度である。しかし，制度が確立し

ても直ぐには現実には生産力化しない。 若干の時間的遅れをもって水の生産

が急激に増加する。やがて， その時期の技術水準の一巡， あるいは新しく発

生した供給陸路の増大等のため，供給能力の上昇は鈍化する。②の段階のギ

ャップが現われる3）。

たとえば，水資源開発公団による水資源開発事業では，従来のものに 比
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し，工期の大幅な短縮が実現された。すると，初期には，この効果に基づく

生産力の増大が急激に現われる。 しかし，この効果は引き続いて長く作用す

るものではなし、。また都市化による水質汚染，配水管路の延長というような

脳絡が現われる。

このギャップに対して，本来的には長期的な供給態勢で対処しなければな

らないわけであるが，このための制度はとかく遅れがちですく1こは役に立た

ない。そこで，現実に発生しているギャップに対してともかく短期的にでも

対処しようとする。この短期的対処方法として農業の慣行水利権が考慮の対

象とされるようになる。長期的，本来的な開発手段がすぐには得られない

か，またはそのための方法が，その時の技術水準できわめて高価につく場

合，手っとり早く慣行水利権からの分与を得ょうと期待するわけてある。

歴史的にみても，需要が急激に発生し これに対して供給能力が対応しえ

ないとき，または供給力に｜益路が現われ，鈍化したとき，慣行水利権問題が

生じている。一方，制度が確立し，水資源開発が本格化し， 陸路なしに水の

生産が大量に，円滑に行なわれつつある時期には，慣行水利権問題などは影

をひそめてしま うのである。

L、ままで，慣行水利権が問題となり，調査が行なわれ， あるいはそれに関

連した事項が問題とされた時期を歴史的に見ると，大正2年，大正15年，昭

和9年，昭和16～18年頃，昭和27～29年，昭和35年，昭和45年とほぼ10年の

周期を認めることができる。そしてこれらの中間には，水資源開発を進展さ

せる諸制度の確立があり，一方では，これに近い年度では水需要を土台大させ

る要因のあった場合を認める ことができる。

需給ギャップと慣行水利権問題とを関連させて考えると，以上のような素

描を試みることが可能である。

すなわち，供給形態と需要形態とが異なることによって生じた差，および

需要が急激に増大したときに生じた差，これらのギャップを埋めるための長

期的供給態勢が未整備の段階における短期的応急的適応姿勢が，水利慣行整

理問題として現われるのである。したがって，長期的供給態勢が確立した段

階においては，この短期的な適応姿勢は，少なくとも表面的には重要性を失

うことになるのである。

これが慣行水利権問題周期論の経済的説明である。



4 水生産費の上昇

水需給が緊迫し，水の生

産あるいは配分が困難性を

ますに従って，生産費が上

昇することになるのは当然

の原理である。水について

一般的な生産費の動向を示

すのはきわめて困難であ

る。水利用の型，生産方法

すなわち水資源開発の方

法，生産地域等が呉なるこ

とによって生産費は異な

る。しかし， ここでは，第

6図を示そう。ダム単位貯

水量当たり事業費の年々の

推移をみると，急速に上昇

しているのをみる ことがで

きるO

ダム開発全般についてみ

れば，戦後大型機械の採

用，設計施行方式等につい

て高度な技術進歩がみられ
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第 6図 ダム単位貯水量当たり事業費の推移
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（注） 1. 河川総合開発事業補助ダムを刻象とし
f二。

2. 単位貯水量当たり事業資
- 44年換算事業費

有効貯水量

3. 年度は完了年度。

た。またダムによる水生産に関しては，規模の経済が存在する。これらのた

め，大規模なダムについては，単位水量当たり生産費の低下を来している部

分もあったと認められる。しかし相対的に同質性をも っていると考えられ

る河川総合開発事業補助タムについてみる と，第6図のよ うに明瞭に生産費

上昇の傾向をみることができる。

また工業用水道についてトン／日当たり建設費の推移をみると，昭和 31年

から40年までの聞に約 3.5倍にも上昇している。一般的にいって，他の要因

を除くならば，水生産費上昇の傾向があるものと考えてよいであろう。
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第1表 工業用水道rd／日当たり建設費の推移
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（注） 工業用水ノ、ンドブッ ク， 1967年版による。

こうした水生産費上昇の直接的原因となっているのは，第ーは良好なダム

サイトの減少である。戦後急速にダム開発が進められたが，この際，当然、有

利な開発条件をもつものから開発される。したがって，開発時期の遅れるほ

ど，相対的に不利な環境が開発対象とされることになる。

また一つの河川の利用率を高めようとする際，利用率が小さいときは小さ

い貯水池でよいが，利用率を上げようとすると，貯水池容量は急激に増加す

る。たとえば，ある試算によれば，琵琶湖の水を80トン毎秒利用しよう とす

ると，これは利用率80%になるが，このとき約3億 トン，琵琶湖の水源にし

て約4mの貯水容量が必要である。利用率をも う10%あげ， 100トン毎秒の

水を利用するには，7億トン，水深にして約lOmの貯水容量が必要になると

いう 4）。

利用率をあげる，すなわち生産を増加する場合，生産のための限界的投入

量が急激に上昇する という開発技術上のメカニ スムが働くのである。も っと

も，前述のよ うに，大規模生産の有利性が働くとする と，この貯水容量の増

大が，そのままの率で単位当たり水の生産費の上昇につながるものとはいえ

ない。

水生産費が上昇するつぎの理由は，ダムの補償費の高騰である。夕、、ム開発

とい うのは，ある特定の地理的条件を利用することであり， 開発の形態から

いって，開発者側にとっても，居住者側にと っても，独占的な立場を占める

ことになる。すなわち， 双方銀占の形でダム開発が行なわれる。 代替的な手

段を多く持ちながら，それらの手段のなかで選択が行なわれ，価格が決めら

れるという のではなL、。居住者側は，自己の意思により資源を売り渡すか否

かを選択しうるという自由性について制約されている。一方開発者側にとっ
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ては，計画した地域全部につい

て補償を完了し，用地を獲得す

るのでなければ，計画の遂行が

不可能になるとし、う立場におか

れている。この結果，補償費の

支払いは高められがちである。

第 7図 上水道における水道料金の推移

水生産費上昇の第 3の理由

300 

家
庭
用
lOm' 
当

は，都市化形態と深いつながり 円 200

がある。都市化が進行するにつ

れて，水質汚染，地盤沈下等い

わゆる公害が多発するようにな

る。新規水利用のためには，こ

れらに対する処置が要求される

ようになる。地下水利用から工

業用水道への転換，汚水防除の

ための水源転換等で‘ある。さら

60 

40 

20 

25 30 35 

に最近の都市化はスプロール的 （注） 水道年鑑による。

5万人未満

5 -10万人
10-25／］＂人

404142 年

に行なわれている。このため，上水道の配水密度は少なくなり，配水効率が

低下する。都市化が計画的に整然と行なわれる場合に比べ， 1戸当たりの配

水管の延長が長くなる。配水単価が次第に上昇する。こうした傾向は，第7

図のように給水規模によって年々の水道料金の推移に差が生じている。すな

わち小規模の水道事業ほど料金の上昇率が大であるということからも判断さ

れよう。

5 水経済の効率

以上に述べた水生産費の上昇は，水の経済財としての性格がより強められ

たことの直接的な反映である。そして， これによって，水資源の生産，配

分，消費において，より経済的効率性を導入することを必要とし，かつ，そ

れを可能とするようになる。

水の生産費が上昇することは，まず需要抑制的または制限的に働く。し

かし，さきに述ペたように，一部を除いて水の価格に対する需要の弾力性は
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小さいと考えられるので，この抑制効果は余り強いものとは考えられないで

あろう。しかし，工業用水については弾力性が高く，したがって，生産費が

上昇する と，工業用水道への抑制，その代替と して地下水利用が増加し，地

盤沈下等の原因となと場合がある。

つぎに，生産および配分において調整が経済効率的に行なわれる ことが期

待されるよ うになる。

経済理論の教えるところによれば，経済的調整の効率は，つぎの三つの大

きな決定の効率に依存する。

(1) 生産すべき財のもっ とも効率のよい選択

(2) これらの財の生産における資源、のもっとも効率のよい配分と最も効率

的な生産方法の選択

(3) 消費者聞における生産された財のもっとも効率のよい分配

の三つで、ある5）。

まず，水という財の生産に関して，部門間の配分の問題がある。これにつ

いて現在採用されているアロケ ーション方式は，一つの大きい基準である。

ところで，この施設建設の際，同時に生産方法の選択が行なわれている筈で

ある。ある地域，ある分野の水需要を満たすための生産が行なわれる場合，

ダム建設に依存するか，河口堰，淡水湖あるいは湖沼開発に依存するか，そ

れらの手段の相互の比較および選択である。これらは，具体的な水資源開発

計画の際，陽表的にではなくとも，事実においては，計画の策定とその採用

を通じて考慮に入れられているとみられる。

戦後から最近まで，水資源開発においては，ダム開発，それも多目的グ、ム

開発が主体であっ た。しかし最近になって河口堰，淡水湖などの比重が高

まりつつある。長柄可動堰の計画が決定したのが昭和37年て、あり，ついで、39

年利根河口堰，43年長良河口堰，44年旧吉野川河口堰といったように計画さ

れ着手されていった。このように，河口堰計画は，昭和30年代後半から急速

にその比重を増してきたのて‘あるO

これらの変化は，良好なダムサイトの減少により，ダム開発が次第に困難

となり，費用が嵩んできたことによる。また，都市化によって地価が上昇

し， 長大な導水路を建設することが困難となったこと，用水型産業が臨海部

すなわち河口近くに立地し，これらの近傍で原水生産を行な うことが比較的



有利になったことなとの理由があ

る。

しかし，これらの生産方法によ 自
っても，必ずしも十分に需要に対

応しきれなし、。もしそれに同様の

生産方法で対処しようとすれば，

相当の長期間か，あるいは生産費

の上昇を覚悟しなければならなく

なるO その段階になると，つぎに

は生産方法聞の選択ではなく ，配
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第8図 方法の選択

分の調整が望まれる。新しく生産 11 12 時期

するのではなく ，すでに生産され，ある部門へ配分されている水の再配分を

求めるようになる。農業用水からの転用を求めるのは，この再配分の一つで

あるO また，河川維持用水の再配分もこの類に入れられるO 再利用も この分

類に入れられるであろう。たとえば，工業用水の回収水の使用状況について

みると，千葉臨海地区は69%，福岡地区は73%と高いに反し， 尾北地区，洛

西洛南は4%，新潟地区は5%と低L、。 これは，前者は，すでに第2の再配

分が重要視される段階に入ったものである。

この関係を第8図で示そう。当初dの生産方法が採用されていたのが，次

第に生産費が上昇するため，t1点以降にお い ては)51］の生産方法が有利にな

る。 しかし，さらに生産が進められ，その結果生産費が上昇するとき，)51］の

方法Cが t2点以降において採用されるようになるO A, Bは開発すなわち生

産であり， Cは既存の利用からの再配分によるものである。

上記においては，方法の選択が時間的推移におし、て行なわれ，各々の方法

は異時点において採用されると仮定したが，実際には，これらすべての方法

が同一時点において考慮の対象になると考えてよL、。一地域たとえば，ある

都市の水需要を，ある時点において満足させるために，ダム開発によるか，

河口堰によるか，農業用水からの転用によるか，各方法の選択が同一時点に

おし、て行なわれる。つまり ，ハーシュマンのいう代替選択が行なわれる6）。

いま効果を同ーとするならば，生産費のより少ないものが選択される。すべ

ての方法が適当に組み合せて用いられるとき，各方法聞の単位効果当たり限
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界生産費は同ーとなるであろう。 もしA, B, Cの方法が与えられていると

き， Cの方法の生産費が少なけれ（f,cの割合をより多くした組み合せに移

行することがより有利であり，その移行は，Cの限界生産費が， A, B，の

それと同一になるまで続けられる。

これは一般的な原則である。 しかしつぎの場合を考慮する必要がある7）。

水資源開発は一つのまとまったプロジェクトとして行なわれ，分割不可能で

ある場合が多L、。上の例でいえば， A, Bはともに 100単位すeつ産出し，50

などには分割できなし、。一方，Cは10単位に分割可能であると する。そし

て，A, B, Cの各単位コストは同一であるとするυ いま需要量が 220であ

るとすると，A, Bだけでは不足する。 20単位の不足は，その主体にとっ て

致命的であるとき，別途追加確保しなければならないo AあるいはBをもう

一つ増せば，総量は 300となり，需要量を超過する。この際，超過分の80は

全く 不用である。これに対して，もしCでもって対処することができるなら

ば，Cの20単位で需給はパランスする。この場合，この主体は， Cの確保の

ために，A, Bよりもよ り高い単価を支払っても，その方が有利であろう。

理論的には，Cの単価が，A, Bの5倍に近づくまで， Cを採用しうる筈で

ある。

現在，全国の主要な河川においては，水需給の緩やかなものは少ない。と

くに太平洋ベルト地帯においては既存の河川水は利用しつくされ，未利用と

なっている ものはほとんどないのである。 このよう な利用体系のなかへ入り

込んで，新しく水資源の確保を求めようとする者， すなわち，新規参入者

は，どのよ うに行動し， その費用はどのようになるであろうか。彼は，当然、

ダム開発によるか，既存の水利体系からの再配分によるか， いずれかが有利

かを比較するであろう。そして，その際，上記の理論が採用されることとな

るであろう。

たと えば，福岡市上水道においては全給水区域に給水するには，夏季に一

時的に不足する。そこで，上水道当局は，那珂川老司井寝から取水している

農業用水をパイプ化し，それによって生み出した水を上水道へ振り向けた。

これは， 建設された施設，事業費，確保し得た用水量からみると，費用が大

であるかのようにみえるが，上記の論からすると，妥当なものであり，かっ

経済的であるということができる。
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6 .業生産における水投入

上記においては，部門聞をたとえば，；農業部門と工業部門との聞における

水の配分の問題について述べた。 ここでは，農業部門内部における生産の

際，水が投入されるメカ ニズムについて検討しよう。

第9図に等量曲線と等費用線を描く。いま簡単のために米生産において労

働と水との二財が投入されるものとする。等費用線の勾配は労働と水との価

格比によって決定される。その線上のどの量の組み合せをとっても等費用で

ある。このとき等量曲線に等費用線が援する点が，生産において投入される

労働と水の量の組み合せの最も望ましい点である。すなわち等費用線， L,W,

が等量曲線Iに接する点 Piが最適点である。このとき労働の量は l1, 水は

w，である。

第 9図
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I I主 I,

L, 

しかし，いま労働の費用が上昇すると，価格比すなわち勾配は変化する。

このとき， LzWz線が曲線に接する Pz点すなわち らの労働， Wzの水の投入

が行なわれる。労働の投入量は減少し，水の投入量は増加する。

つぎにより，高水準の等量曲線に進むときを考えよう。 11, ]zはいわゆ

る無差別曲線である。 Lに比してWの相対価格が低下するとき（Lの価格が上

昇するとき，あるいは，却を増加してもW全体としての費用増がみられないとき）L 

Wの価格比は変化する。 しえがって等費用線の勾配は変化する。LiWz線は

Pz点において］z曲線に接する。このことの意味は，米の生産増が行なわれる

とき，労動に対して相対的に水の多使用が行なわれることである。

もし価格比が同一であるならば，L3W3線がんに接する点 P3において最
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適点が得られるO

このように， Wの使用量，すなわち，生産における水の投入量は，他の要

素との価格比によって決定されるO 相対的に価格が低ければ，他の要素との

関係において多投が行なわれる。

この理論的な説明を，現実の問題に引き直してこの意味を考えてみよう。

現在，農業においては，農村から都市への労動力の流出によって，農業生産

のための労働投下を減少させているO また労動力の減少に対応して労賃の上

昇を招いている。このような状態は，用水管理のための労働にも影響する。

農業用水は，水利施設を媒介と して獲得されるとして も，それが米の生産に

投入されるためには，一定の管理労働が必要である。つまり，水を適期に適

量用いるための コントローノレのための労働が必要で、ある。しかしこの管理

労動が減少するということは，コントロールが十分で、なく，結果として水を

多用する ことになるO

とくに都市化地域においては，水路のi変j栄，排水操作が十分に行なわれな

くなる。これにもかかわらず，末端耕地まで必要な水を供給しようと思え

は，取入口からの水を増加せさるを得なし、。あるいは，耕地面積が減少した

からといって水を減少させることができず，従来どおりの水を取水すること

になるのであるO このような現象は，都市化した地域を主に，現在広汎に見

ることができるO

労働と使用水量との関係の典型的な例は，番水， あるいはロ ーテーション

濯叡である。水量が少ない場合は，管理労働を増加して，受益地域に均等に

配水し，生産を低下させないという方法が昔からとられた。これが番水であ

る。水利事業によって水量を増加させることの一つの理由には，この番水の

解消をねらうということがあった。だから，現在，番水に類する管理を行な

っていると ころから， 労働が減少させられるということ は，当然，それだけ

必用水量が増加することを意味するのであるO

このような相互関係を，現在においては，つぎのように利用することが可

能である。農業部門内部においては，施設，労働等の条件の下で水需給が均

衡しているとしよう。しかし，ここに労働が投入され， より濃密な管理を行

ない，具体的には，香水操作を行なうならば，農業内部から余剰水を生み出

しそれを他産業部門に転用する ことが可能となることがあり得る筈であ
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る。この場合，新規に必要とする労働は農業からは得られなし、。他部門から

得なければならない。つまり，他部門が自らの労働，すなわち経費負担によ

って農業用水の管理，具体的には番水操作を行ない，この結果得られた余剰

水をその部門が取得するとい う図式を描くことが可能である。も っと も，こ

の転用に伴う水価の負担関係は別途計算する必要があるこ とはもちろんであ

る。

7 機会費用

前節においては，農業内部において水利用が行なわれる とき，すなわち米

生産において水の投入が行なわれるとき，その投入量は，他の投入要素との

価格関係によって決定される。現実においては，たとえば労働が相対的に不

足し，あるいは価格が高 くなれば，代替関係によって労働を節約し，水を多

用する結果が生ずることを述べた。すなわち，このように価格の変化に対応

して生産要素の投入量の相互関係を変化させるこ とは，農業生産における経

済合理性の結果なのである。

しかしこれは全体の水資源経済の面からみればマイナスである。米生産

量は変化しないにもかかわらず，かえって水の使用量が多 くなるのであるか

ら，農業部門における経済性追求の結果と，国民経済的な水資源の最適配置

の方向とは矛盾することになるO

最近，都市用水部門から，都市化した地域において農業側は用水を無駄に

使っているのではなし、かといった非難めいた言葉が聞かれるのは，このよう

な現象をさしていっているものである 。J~業側における経済性追求の結果がp

部門を異にしてみれば，浪費であり不経済であると判断されるのである。

何故このようなことになるのか，その経済的理由は，上記の説明から導く

ことができる。上記においては，労働と水とが代替関係にあるとした。これ

は簡単のために二財に限ったのであって，財の数を多く してもこの関係は変

わらなし、。そして， この代替関係の際，労働の価格の上昇にもかかわらず，

農業用水の価格は一定とした。この関係においては，労働に対して水の多用

が行なわれるのは必然の傾向である。

とこ ろで，この水の価格一一ここでは費用価格といってよい一一費用価格

を一定とするのは正しいて・あろう か。あるいは水経済の立場からみて妥当な
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のであろうか。たしかに，古くに開発された水利によって米生産を行なって

いるところにおいては，用水の費用価格は低い水準にあり，たとえ上昇の傾

向にあると して も，それは緩かである口また一つの組織においては，この水

の費用価格は，使用される水量の多少にかかわらず，ほぽ一定であることが

多い。

しかし，水配分経済の立場から，ここに一つの考えを導入しよう。それは

機会費用の概念である。

ここで，この概念について若干説明しておこう 8）。機会費用というのは，

ある用途の生産財のコストを他の競合的用途に使用したら得られたであろう

間接的な効用を費用として把握するものである。これは，オーストリア学派

の 「ウィ ーザーの法則」 の実態をなす概念であって，限界効用学説における

生産財の価値づけの理論として，ウィ －-ifーにより メンガーの帰属説を一層

発展せしめて， 生産財の帰属理論に拡充された。

経済学上のコスト概念は，本来生産財の価値に関する概念であって，従来

のコス ト概念では，生産に使用された生産財のコストは，その生産財がその

生産的資消によって喪失した価値，すなわち生産財の内在的価値の損失と考

える。しかし， 機会費用慨念では，経済主体がそれを他の使用可能の用途に

向ければ実現されるはずのものが，特定用途に使用されることによって排除

されると考える。

このような意味で，機会費用（OpportunityCost）は， 置換費用 （Di叩 laceme-

nt Cost）とか，二者択一的費用（AlternativeCost）とかともいわれる。

この機会費用の額はどのようになるか，それは，生産物Aにおいて，生産

要素 a がt~L、られるとき，生産物Aに仕向けられることによって発生する生

産要素aの機会費用とは，断念された生産物Bにaを向けることによって得

ることができたて・あろう利点であるが，その大きさは，本来生産物Bの価値

（効用）として把握すべきものであるから，aをBの生産に向けた場合にあげ

ることができたで、あろう収益， すなわち機会収益（OpportunityReturn）が，

d生産における a要素の機会費用となると考えられる。

以上の機会費用の概念を，農業部門において生産に投入される水について

適用することは不可能ではなし、。米生産の場合に水の機会費用が考慮される

ことになるならば，投入される生産財の選択とその量の配分において，水資
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源をより経済効率的に配置するというメカ ニズムが働く。さきには，労働と

の対比において労働の費用価絡が大となれば，これを節約して水に代替する

という方向ばかりであったが，水の機会費用が大となり，ある場合には労働

の費用価格の上昇よりも より大となることになれば，逆に労働の投下量を橋

加して， 水を節約するという方向に作用するであろう。またある場合には，

資本との代替関係もある。資本を投下し，施設を建設し，その結果水を節約

することがより有利となるならば，その方向に進むであろう。

この場合の農業用水の機会費用とは，農業用水を他の部門で使用したとし

たならば得られるであろう効用であり，具体的には，農業用水の転用によっ

て，農業部門が得られるところの機会収益である。すなわち，農業部門は，

生産の場合に他の要素との選択においてこの機会収益を一つの目途として，

これを農業部門に投入するか， あるいはその一部を減らすかの選択を行な う

であろう。このような意味において，この機会費用概念は，現実的にも二者

択一的費用 （AlternativeCost）としての意味をもつことになる。

このようにして，この機会費用概念を導入し，かっこれに基づき現実的に

資源の投入配分が行なわれることになるならば，水経済の効率が達せられ

る。 以前の場合には，農業部門における経済性と全経済の立場からの経済性

とは矛盾し，農業部門における経済性の追求の結果は，水資源全体の見地か

らみるとき，不経済，浪費を意味するものであった。しかし，機会費用概念

を導入し そのメカ ニズムによって，資源、の配置が行なわれるならば，農業

部門における経済性の追求の結果は，同時に，全経済の立場からみた資源の

経済性をもたらすことになる。

つぎにこの機会費用を如何に算定するかということが問題である。この概

念は，農業経済学の分野で，とくにアメリカの農業経済学界で比較的多く用

いられている。しかし，水資源の場合には，余り多くみる ことはできなし、。

例のーっとして， Colorad River Storage pr句ectでは，河川｜水量 1エーカー

フィ ート当たり 2ドルとみこんでいる引。

この測定をどのようにすべきかについての詳しい検討は，ここでは避ける

ことにする。しかし本論において考察していることは，部門間における水

資源の最適配置の問題であること，その部門内においては，すでに各種の生

産方法聞の選択が行なわれていること。その結果として，与えられた技術水
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if,t¥の下で，一つの生産方法を採用することによる限界的な費用，つまり新し

く水資源を獲得する こと による追加的な賀用は，他の方法を採用することに

よる費用との聞に大きい格差は存在しないものであること等の条件を仮定す

るならば，この機会費用については，たとえば，水資源開発の場合における

身替建設貨を一つの目安として考えてよいものと思われる。

8 プライスメカニズム一一（1）調整の機能

上述の議論においては，水の生産および配分に関してlrtli絡メカ ニズムが働

くことを｜｜音黙の前提としていた。生産費の上昇に対応して生産方法の変更が

行なわれること。原水生産から再配分への方向へ指向されること。あるいは

生産における要素投入の仕方において，要素の費用価格の変化に対応して要

素聞の代替が行なわれること等の経済的な対応の状況は，すべて このメカ ニ

ズムの存在を前提としているのである。そして，このよ うにして資源の最適

配分が行なわれるとき，それは，通常パレート最適といわれる状態になる。

現実の水資源配分において，このプライスメカニズムが後能する ことにな

るかどうかがここでの問題である。もしこのことが確保されないならば，上

の議論は全く利用できない無駄なものとなるであろう。

ただし，ここでは水資源配分に関する経済理論として基本的なことがらに

ついて論じているのであって，現実に存在する社会的， fuiJI主的障害について

はここでは関係はなし、。これらについては別途論ぜられることになる。

さて歴史的にみるとき，旧河川堰の時代においては，水資源配分の機能の

うち主要なものが河川管理者による水利権許可を通じて行なわれる仕組とな

っていた。この考えは，一部においては河川法が改正された現在においても

河川管理者の思想のなかに残存している。たとえば，建設省主ITfuJ JI I法研究会

編による 「遂条河川法」において河川法第23条 （流水の山Jjj)の解説をしてい

るところをみれば， 「河川管理者は，本条の職権を駆使することにより，河

川の全利水を統制するこ とができる」と，きわめて高姿勢を示している 10）。

ところで，資源配分におけるプライスメカ ニズムとい うのは，これによる

ならば，アダム ・スミスのいうみえざる手による自動調整機能により合理的

な配分が達成される ことである。も し河川管理者が水資源の配分において調

整機能の役割を果たすものであるとするならば，スミス流にいえば，河川管



安持 水利問題の経済論的接近 41 

理者は，あたかも神の如き全能を有し，その判断に従うならば，水資源の最

適配分を達成することができるものであると信じなければならなし、。このよ

うなことが信じられるであろうか。もちろん誰も信じないであろう。

水資源配分に関する調整において，その機能を人為的な河川管理者の判断

にゆだねることの不十分さは早くから認識されていた。大正年代から歴史的

に数次にわたってくり返される河川法改正，利水法制定をめぐる争い，戦前

て、は，内務，逓信，農商務，戦後になっては，農林，通産，建設等各省聞の

争いは，一般には各省聞の権限争いというようにとられがちである。しか

し，これは単なるセクショナリズムの問題ではなし、。むしろ水資源の配分調

整の機能を果たそうとする河川管理者の全能を信ずることができないこと，

その不十分な調整者でありながら，現実には法体系と行政組織をそのままに

して，あたかも全能であるが如き権限を行使しようとすることに対する反対

論であ勺たということができる。

長い論争の末，戦後になって多目的ダム法，水資源開発促進法，水資源開

発公団法等利水諸法が相次いで制定された。そしてこれらの法律のなかで極

めて注目すべきことが実現した。それは，水資源開発に当たっては，基本計

画とか実施計画とかを定めることと し，その際関係各省、が協議することとし

たことであるO たとえば，水資源開発公団による事業のシステムは別表のと

おりである。また，これら利水法のあとをうけて昭和40年河川法が改正され

たが，この中でも協議の規定が入れられた。

これら諸法における協議の規定の意味するところは重要で‘ある。それは，

水資源の配分を制度的な機構により行なうとき，それは不十分な結果をもた

らすかもしれなし、。しかしその権限を河川管理者のみに委せておくよりも，

関係者の協議により行なった方が，より全能に， 完全に近つくであろうとす

る考えが存在するのであるO

9 プライスメカ＝ズム (2）公共財に関して

つぎに，水の最適配分におけるプライスメカニズムあるいは市場機構の存

在に関して，公共財という概念から検討してみよう。

公共財（PublicGoods）というのは，最近，公害の経済的分析などで多く使

用される概念であり，またそれは集合財， 集団財（CollectiveGoods）といっ
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第2表 水資源開発公団によ る事業のシステム

1. 事業に着手するまで

f関係各省調査
基 礎 調 査一 一｜｜ ：附画庁長吋整

「関係各省協議

↓ l都道府県知事意見聴取
水資源開発水系の指定一一｜

l；水資源開発審議会諮問

L閣議決定

' f関係各省協議

水資源開海基本計画一一｜ 都道府県知事意見聴取
（総理大臣） ｜水資源開発審議会諮問

I k閣議決定

l f関係各省協議

事業実施方 針一一 ｜都道府県知事意見聴取
（主務大臣一公団に指示） ！ 

I k内閣総理大臣を経由

事業 実’施計画一－ （都道府県知事と協議
（公団一主務大臣より認可）｜受益者意見聴取並びに費用

L負担に関する同意
事 楽 若 手

2. 施設の管理

／関係各省協議
施設管理方 針一一 ｜

L都道府県知事立見聴取

施設管理規程－ （都道府県知事と協議

L費用負担者と協議

ても よいとされる。公共財とは，たとえば国防，洪水防御などにみられる性

質であり， 1ト、／レの支出によっ て受ける利益は， 1人の場合も 1万人の場合

も同一であるよ うなものであると される。道路，警察なども公共財の例とし

てあげられる。

公共財はつぎの性質をもっている。

（ア） 消費ないし享取が集団的であり，消費者がお互いにライバノレで』ないこ

と一一無競争性

的特 定 の 消 費 者を排除する ことが不可能であるこ と 排除不可能性ll)

「すなわち， その結果を私有する ことができないか （つまり費用の支払いの

有無に関係なく誰でも使用できる）， またはその使用が強制的であり，欲する欲
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しないにかかわらず，だれもが使用しなければならないために，消費者に代

価を支払わせることが困難な，しかも有益な活動があり，このサービスを供

給する設備を公共財または集団的な財という」12）。

したがって，公共財には価格機構が働かなし、。これによって資源配分をは

かることが不可能であるから，その代りに税金とか補助金などで操作するこ

とが考えられるのであり，これが公共財の特徴である。

公共財に対立する概念は私的財であるが，ある財が本質的に私的財である

か公共財であるかに区別されているのではなし、。通常は排除可能性がなく，

公共財と考えられていたものも，排除可能性をもつようになり，私的財にな

ることが考えられる。道路は公共財であっても，有料道路の場合には，料金

徴収設備，人員が私的財であると考えられるとされている。

この概念からみるとき，水利はどのように考えられるであろうか。水利に

ついても，これを公共財あるいは集団財とみる考え方もある 13）。たしかにそ

のような性格を一面ではもっている。河川の水を洪水防御という観点からみ

るときはそうである。また一地域の水利用においてフリーライダーが存在す

ることもこの性格である。たとえば，農業水利団体内部で全水利用とか盗水

とかあるいは汚濁水を水路内に排水する場合のように，水利費を負担せず，

水利用の統制に服しないものが存在するのもこの性格と考えられるO

また，歴史的にみるとき，水利用が低い水準で、機能が分化せず，治水と利

水，利水相互間における主体あるいは利用区分が明確でなく，水のコントロ

ールのための組織が近代化していない時代においては，公共財的性格を多く

もっていたと考えられる。

しかし，資本主義の進展，投資の増大により，このような公共財的性格は

次第に変化し，私的 ・財的性格を強めたことはたしかである。なお，このこ

とについて，水利における公共投資との区別を明確にしておく 必要があるO

公共投資が行なわれることによって公共財になるのではなし、。公共投資は，

公共財的なものに多く 向けられることがあるにしても，一方では，公共投資

の結果，公共財の基本的性格，すなわち，無競争性，排除不可能性を，競争

性および排除可能性にかえることができるならば，公共投資は，公共財的性

格のものを，私的財的性格のものにかえる役割をもつことになるのは，公共

財に関する定義からしでも明らかである。
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公共投資の進展は，水における公共財的性格を変化させ，そのことによっ

て水資源配分における市場機構の働く余地を拡大した。このことが典型的に

現われたのが多目的ダムにおけるア ロケーショ ンである。多目的タムにおい

ては，各部門における水利用の費用，便益を計算して最適な水配分を行なお

うとするのがその理念であるから，水配分においてプライスメカ ニズムの理

念が導入されてきていると考えてよし、。

ところで，さきに，戦後において制定された水利諸法においては，関係各

省聞の協議の規定が入れられたことが重要な特徴であることを述べた。 この

ことは，戦前において，水利配分にプライスメカ ニスムが導入されず，単な

る河川管理者の判断により行なわれていたことの批判として， いわ：£ より

進んだ形で，市場機構に代る人為的な配分の機構をつくり上：子たと考えられ

るけれども，その促進を可能とした理由は別にあった。各省協議という仕組

みは，財の配分における市場メ カニズムに十分に代位しうる ものではなL、。

そのよ うな機構が作り上げられたと しても，それは単なる枠；こすぎなL、。枠

を作ったとして も，それだけで、はその内部において資源配分が円滑に機能し

てゆくという保証は何ら与えられていないのであるO このように考えてゆく

と，協議の規定が整備され，それが実態的に重要な意味をもつことになった

のは，実は水利投資の進展，これに関する水利主体の明確化，アロケ ーショ

ン方式をはじめとする経済理論の発展があったからであるO すなわち，中身

が次第に充実してきたために，それを入れる容れ物を作り上げることが意味

がでてきたので、ある。

10 資源の帰属

水資源の配分において，それがどのようなメカ ニスムにより行なわれるか

を明らかにしたとしても，つぎに，では，その資源は何処に帰属していたの

かという問題が生ずる。 AからBに資源が移るといって も，Aが最初にもっ

ていたものは，どのような内容であるかが明確でなけれ：工，この配分問題は

何等志；味がないのである。

まず，河川については，河川は国の公物である。河川は公共用物と して国

民の共同の利益となるよう管理さるべきであるという 論がある 141。河川は公

共のものであるというのは一般的に承認されたもののようである。しかし，
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具体的な利用の面になると，必ずしもこの思想のみにより十分に解決できな

い。実態的にみて，河川の水についていったん水利権が設定されたならば，

その後の利用は独占的で、あって，他の利用者は排除される。一つの河川｜から

引水して上水道あるいは工業用水に利用する場合，その部門内においては利

用者は多数であることもあろう。しかし，その部門全体を一つの集団として

みるとき，集団相互は互いに競争的である。し、ったんある集団一一主体に資

源が取得された後は，他の集団 主体は自ら水を生産する より外に獲得の

道がないことになる。

こうしたことから， 最近，水は地域に属するという主張が生まれつつあ

る。一つの地域を一つの主体とみるとき，水はその主体に属するとするので

あるO これは公共的という概念と類似しているようであるが，より現実的で

ある。

この具体的な現われをみると，ある県が，県内の水需給を考え，そこにギ

ャップがあれば，県内で生産あるいは再配分を行なおうとするO 水資源県対

水利用県，上流県対下流県の対立というのは，水資源県が自己の県内におけ

る水資源についての所有意識を表明したものに外ならなし、。

これがより拡長されたものが国際河川の問題である15)0 

ところで，これに類似した考えに，最近公害問題で唱えられる環境権とい

う概念があるO 大気などの資源が次第に経済財としての性格を強くしてきた

が，その際，環境権が住民に属するか，企業に属するか，住民に属するなら，

その社会的費用について企業は住民に支払い，企業に属するなら，住民は税

金を通じて企業に補助金を与え，それによって企業は防止対策を行なう。

このように全く同じ公害としづ現象に対して，企業が支払うか，住民が支

払うか全く相反する方法がとられることになるのは，環境権がし、ずれに属す

るかによるものであるとされる16）。

地域の水という考えは，その地域の水についての発言権は，その地域が所

有しているとい うことである。そこで，これに対して他の地域からの利用希

望者，すなわち新規参入者があるならば，彼はこの権利に対して正当な対価

を支払うべきであるとする。また地域の水の帰属主体にとっても，利益のあ

る形で水資源の開発が行なわれるべきである，とする主張が生まれる。水資

源県が連合して新，しい法律の制定を要望し，あるいは琵琶湖開発において，
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第10図 土地改良法における維持管理制度

（砲設の計画建設主体〕 ：施設の管理主｛.！.：〕

（注） ①：条件付譲与3 ① 条例による主義与。①： 1直轄管理。④
®① ： 管理委託。 ⑦③① ：~ヨ出管現。 ⑮・造成主体の管理コ

滋賀県が地域開発をめざした特殊立法を主張するのも，このような事情に根

ざしている。また水利用合理化の場合，それによる効用の一部は地域に還元

すべきであるとの考えから，水再配分計画における地域環境整備論の主張さ

れるのも同様の主張に立っている17）。

つぎに，よ り具体的に，農業水利の場合，水利権，所有権，管理権は何処

に帰属するかという問題がある。現在，国営事業で施行されたものについて

は，国が，水利権も施設の所有権も管理権も取得することにしている。しか

し，現実に利用し，利益を得ている者は地域内の農民であり，形式的な権利

主体と，現実の利用主体とが開離することになる。この開離について，土地

改良法では管理委託あるいは譲与という制度により対処している。これに関

する現行土地改良法上の制度は第10図のとおりである。このよ うな仕組み

が，現実に妥当であるかどうか，この問題については別に詳しく論じたこと

であり 18にまたここでは紙数の関係で省略する。

しかし，結論的にいって，現在のように，農業内外の経済環境の変化の激

しいときにあたっては，このような仕組みについては，再検討が必要とされ

ることは当然である。
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