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農業構造の変化と水利用および土地改良の体制

永田恵十郎

1. 農業水利論の基本的視点

60年代以降の都市化 ・工業化の進展に伴って，異常な増大をみせた上水 ・

工業用水などの都市用水の需要は，今後ますますふえるだろうといわれてい

る。たとえば，建設省河川局の推定によると， 1964年には 180億 tだった都

市用水の需要は， 1985年には年間380億 t増加して560億 tに達するとし、う。

この爆発的な用水の需要増加をどう まかなうかとい うことで，非農業サイ

ドから水資源の高度利用の問題が提起され，そのなかで，水利用の合理化を

阻んでいるのは慣行水利権の厚い壁である という議論も激しくなってきた。

だが，よく考えてみると，今日の議論には吟味されるべき重要な問題が含

まれているように思われる。

それは，農業構造問題と密接なかかわりをも っているはずの農業水利の問

題が，構造論をぬきにした技術論の範囲に止っているということである。そ

のため，農業水利の合理化問題が産業聞における水資源の技術的な配分論と

して取扱われる傾向が一般的状況になっているのである。

別の機会にも論じておいたように，わが国における水利問題の経済学的研

究の分野は，大別して二つの対象領域から成り立っているとわたくしは考え

ている。
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その第 1は，農業内部における前近代的な水利用関係の変革の問題であ

り，第2は水利用をめぐる農業と非農業との聞の対立 ・競合の問題である。

このように，農業内部の水利問題と農業対非農業の水利問題は，それぞれ取

扱われる対象範囲が異なっているのであるが，しかしそのような相違にもか

かわらず，この二つの水利問題は一つの共通性をもっている。

すなわち，農業対非農業の水利問題は，資本主義の発展に伴う工業生産の

伸長と，それに照応した水力発電の開発によって表面化している。また，農

業内部の水利問題も，明治以降の都市人口の増加対策としての食糧問題の解

決策である耕地の拡張， 改良が，社会的に要請される過程で，それを阻害す

る現実的条件として浮かびあがってきているのである。

このように，二つの水利問題は水利が資本主義的経済関係と多かれ少なか

れ，かかわりをもつようになった段階において，工業および農業の生産力増

強の社会的要請を契機として，われわれの前に提起されてきた資本主義的な

経済問題であるということができる。したが って．水利問題の経済的研究

は，資本主義と農業との相互関係の包括的研究の一環を構成しているのであ

って，ここに二つの水利問題の統一的 ・体系的把握の重要性が改めて強調さ

れなければならない理由があるのである。それゆえに，いま行なわれている

水利をめぐる諸議論を正しく展開するためには，資本主義が段業を包摂して

いく特殊日本的な過程とし、う構造論的視点を基底にすえることが不可欠であ

ると思うのである。

やや論点を拡大したきらいがあったが，以上で述べたような問題のとらえ

方に沿いながら，わが国の農業水利が当面している諜題のいくつかについ

て，以下わたくしなりの考え方を開陳してみたい。

2. 農業水利活動の意味

水は，土壌 ・日照 ・気温等と共に，農業生産に直接的なかかわりをもっ重

要な自然条件である。したがって，その過不足は土地の自然的豊度の形成に

影響を与える要因のーっとなる。

だが，自然、水としての水が農業へ供給される量は一般に有限であるので，

なんらの人間労働も投下されない自然水がそのままで土地の自然力を形成

し，農業に利用される空間的範囲は限定される。同じことは必要以上の水の
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自然的供給があるという逆の場合についてもいうことができる。水の過度の

供給もまた，農業生産に適合した土地の自然、力の形成を妨げるからである。

とはいえ，このような諸条件は，人間の自然への働きかけによって， 人為的

に除去できる。水利施設の造成，改良による用排水条件の終備がそれであ

り，そのことによ って，自然、的豊度の高い土地に天然、に備わる自然条件が，

他の土地にも人為的に与えられるのである。

このように， 農業水利とは，自然、に対する人間の働きかけを媒介として，

農業生産に必要な水を地表，地下から取水すること ，そして，用水に転化さ

れたこの水を，水路を通じて耕地に配分すること，さらには農業生産にとっ

て不必要な水を排除するこ と等の一切の社会的活動を指しているというこ と

ができる。

しかし，ここで注意しておきたいことは，現実に展開する水利活動の形態

と段階は， 国と時代によ って異なっているということである。たとえば， ア

メリカやイタリアのように，農業における資本主義の発展のなかで， 近代的

な稲作経営が本格的に形成され， 農業水利に資本主義的な生産関係が支配的

に存在している国もあれば，多くのアジア諸国のよ うに，数千年の稲作の歴

史，水利開発の歴史をもち，それだけに資本主義以前の古い生産関係の諸要

素を，多かれ少なかれ水利活動のなかに存続せしめている国もある。また，

わが国における天水→溜池， 小河川→大河川という用水開発の歴史的順序，

あるいは，アメリカにおける自然、沼沢 ・天水潮流方式→運河 ・揚水機とい う

用水利用方法の歴史的 ・地域的差異等にみるように，水利用をめぐる 白然と

人間との関係は，それぞれの国における水資源の存在条件と，その時代ごと

の生産力水準によって異なっている。

要するに， 農業水利の社会的生産活動における主体としての人間と， 客体

としての自然との関係，および社会的諸個人相互間の関係のあらわれ方は，

決して一様ではないのである。それゆえに， わが国の農業水利問題の構造的

解明を試みるときには，つねにつぎの事柄を念頭におく必要があるだろう。

その事柄とは，社会的諸個人としての直接生産者の歴史的 ・社会的存在形

態の日本的特徴，すなわち，小農が長期かつ広範に存続してきているという

わが国の農業構造の特徴である。なぜ、このことが重要であるかといえば，水

利用の方法と体系，用水の配分秩序，水利組織など，農業水利活動の日本的
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な特徴が，そのことによって生じているからである。

3. 小農体制と水利用

以上で指摘した小農制と水利用とのかかわりを，もっと具体的に理解する

ためには， いま少し突っこんだ説明が必要のよ うに思われる。そこで本論に

入る前に，わが国水田の土地 ・水利用の技術的な特殊性を明らかにしておこ

う。

わが国の水田は，原則として水国一枚ごとに用排水路が配置され，かつそ

れらの零細な耕地片は，なかば恒久的に構築された陛畔によ って区画されて

いる。 しかも，こうして造成された水凹は，水稲連作という土地利用と結び

ついて，形態的にも機能的にも，事実上ある種の固定施設として存在してい

る。これに対し， 一定の輪作体系のもとにあるアメリカの水出造成は，稲が

作付されるたびごとに行なわれるのが普通である。

すなわち， アメ リカにおける水田造成は，畦畔，末端の用排水溝等の設置

が，耕転 ・整地等の日常的な経営管理作業と同じよ うに行なわれている点

で，また用排水路の固定的な配置は，腔畔で区切られた各畦区（Plot）一一

形態的にはわが国の耕地片に相当する一一単位ではなく，農場（farm）一一

形態的には， L、くつかの畦区を含む圃場（field）の集合したもの 単位に

行なわれているという点で，わが国とは事情を異にしているのである。

このような用排水路配置における両国の相違は，基本的には耕地の存在形

態の相違性によ って生みだされたものと考えてよい。 というのは，アメリカ

のように農場単位ごとに圃場， 睦区が集合しているという耕地の存在形態と

は奥なり，圃場のなかにそれぞれの小農の零細耕地片が交錯しているわが国

の場合において，分散した一枚ごとの水団の生産機能を保障するには，どう

しても耕地片ごとの用排水路配置が必要となるからである。

さらに，もう一つ注意しておきたいことは，以上のような用排水路の配置

形態に照応して，アメリカにおける用水の最終需要単位は，経営体そのもの

である農場だが，わが国のそれは一枚一枚の水田であり，個別の経営体では

ないとい うことである。その意味において，わが国の稲作濯甑の特徴は，原

則と して一枚一枚の分散した耕地片のそれぞれごとに，独立した用排水操作

を行ないうる点にあるということができょう。そして，このような相違点が
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用水の配分原理に市場メカニズムが作用するかいなかを規定する要因のーっ

となってくるのであるが，この点については後でも再びふれることにしよ

う。

さて，いささか技術的問題に入りすぎたきらいがあったけれども，それと

いうのも，以上で、述べた点は，実は水田濯活~の単なる技術的契機ではなく，

つぎに述べるような意味からして農業構造の経済的性格を理解するうえでの

重要なポイントであると考えたからであった。

いままでの日本経済史の研究結果をひもといてみると，わが国における水

利用形態の原型は，近世的自営農の自立過程で形成された分散錯圃制を前提

とし，村落の集団的機能の媒介によ って，はじめて個々の農業生産が安定的

に継続しうるという小農の生産力水準が基礎になって成立したといわれてい

る。

たしかに， 分散した一枚一枚の水出を多数の小農が入りくんで耕作し，最

終的な水利用が個別経営を単位として独立性をもちえない場合，それぞれの

水田ごとに水利施設の個別所有が成立しにくいことは明白である。したがっ

て， 分散錯悶制のもとでは，水源，用排水路を一つの村落，一つの用排水系

統で共同 して用益し，利用するとしづ関係，しかもそういう集団性の媒介に

よってのみ，個々の水利用単位の濯慨が保障されるという関係が成立してく

るのである。

このよ うに， 今日の集団的水利用関係の原型は，経済的には小農がそれ自

身の自立性を獲得する過程で，技術的には大河川下流部を中心とした大規模

な水利開発が行なわれる過程で歴史的に形成され，かつそれを可能ならしめ

た生産力水準の発展段階に照応して成立したものである。その場合，流動す

る用水を最終の水利用単位に配分するためには，集団的な用水調整の必要性

が小農相互間に生じこの集団的契機ヵ：小農の地縁集団として歴史的に形成

された村落の社会関係のなかに包摂され，いわゆる共同体的な水利秩序が慣

行として成立することになる。

さて，小農それ自体の成立に照応してっくりだされた集団的な水利用の秩

序と体制は， 今日の時点においても，なお基本的に継承され，存続してきて

いる。このこ とは小農制そのものの根本的変革が行なわれていないとい う農

業構造と深いかかわりをもっている。
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周知のように，わが国の小農は，近世封建社会に照応してその原型が成立

した以後，封建制社会から資本制社会への発展とし、う社会構成の変革，そし

てまた，領主的土地所有から寄生地主的土地所有へ，さらに「1作農的土地所

有へという土地所有関係の変化があったにもかかわらず，経営様式そのもの

においては，決定的な変革をみることなく現在に至っている。つまり，形態

的には近世封建社会における封建的自営出のなしくずし的展開として，明治

以降の小農が存在しているわけである。

いうまでもないことだが， この過程は基本的には小農が小肢としての自己

を否定しうるような生産力の根本的変革，小農にかわるべき新しい経営主体

の形成が，社会的にも経済的にも保障されうる条件にとほしかったことを示

している。それゆえにまた，集団的な水利用関係が成立する前提条件である

零細錯阻制も基本的に止揚されることなく脱在に至っているのである。要す

るに，集団的水利尉関係の成立基礎であり，集団的な水利秩序形成の基本的

契機，つまり小農をなしくずし的に存続せしめてきた生産力の水準と性格こ

そが，近世初頭以降，わが国水利用の体制と秩序を展開させ，存続せしめた

板拠なのである。

4. 水利慣行の成立過程とその地代論的意味

集団的な水利用関係のもとでの水利秩序ーには，二つの側面がある。一つは

集団相互間での用水配分の秩序であり，もう一つは集団内部での用水配分の

秩序である。

このうち，第 1の側面は一定の水をいくつかの水利集団でどのように配分

するかとし、う問題であり，水の地域的配分の対抗関係を調整する秩序であ

る。この秩序は，既述した過程と相まって，おそらく近世初頭の水利開発と

ともに，その原型は成立しているはずである。けれどもそれは，まだ確定的

なものではなく，今日まで存続してきている慣行の多くは，長期にわたる水

論の結果，ほぼ寛政期以降の近1it末期に，社会的に確定されたのではなし、か

と考えられる。も っとも，この点の厳密な失・証は，現状分析を専門とするわ

たくしの能力を超える事柄であるかもしれないので，ここでは若干の事例を

あげながら，問題点に言及しておくことにしよう。

岡山県吉井川左j与の水凶l,800 haを准慨する大用水は，1660年前後に開発
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されたものである。さらにその後，児島湾沿岸の大規模な藩営干拓に伴っ

て， 1684年に用水系統の拡張 ・整備が行なわれている。このような事情を反

映して，開発の歴史の古い上流部諸村と，下流部の干拓新田諸村の聞には，

用水配分をめぐる水論が頻発するのであるが，その基準が確定するのは，

「大用水筋新凹古地方申分済方書付」で，大圧屋松次郎と恒兵衛が，支配下

の村々に 「古地新田共一統御上様御団地之義相互ニ和順仕，巴後共諸事熟談

之上睦敷被取計可然義ニ存候」と述べた寛政10年 （1798）になってからであ

る。この文書には用水配分慣行の基準となすべきいくつかの事柄が述べられ

ているが，このことは， ほぼ党政10年頃までに，数多くの水論を経験した歴

史的蓄積の結果として，用水配分慣行の多くが確定され，それが社会的に容

認されたがゆえに，同名の大庄屋が支配下の村々にその内容を示しえたこと

を7昔、味している。

もう一つ。利根川から取水し埼玉県中川流域6,000 haの水田を養う葛西

用水の琵琶溜井では，「毎年4月21日より 9月8l=Iに令ーる間，幸子領 3日

間， 葛西領7日間の番水日割により該当当日正午開閉する。但し番水の日割

は葛西領を先とする」という上 ・下流聞の番水が行なわれていた。この番水

制が成立するのは，近世末期に属する文政4年 (1821） である。『葛西用水

沿革史』によると， この年は 「照続渇水苗代時より用水不足」であったた

め，上流の主主手領と下流の葛西領との聞に水論が発生した。この水論は，両

領の間で日割番水制の採用を含む 3カ条の取決めが成立したことで落着す

る。そして，この番水制は文政6年（1823）の 「差上申番水取極書付之事」

で確定され，昭和30年代まで継承されるのである。

以上の事例からみれば，近世初頭に成立した既存の水利秩序は，その後頻

発する水論の係争過程のなかで，当時の現実に立脚した水利秩序として社会

的に修正され，その社会的承認の結果として確立された水利秩序が，以後慣

行として存続してきたと考える ことができる。

水利慣行が成立し確定されてくる歴史的 ・社会的過程は，およそ以上の

如くであるが，その過程は実は地代形成要因たる豊度条件の地域間格差の縮

小過程でもあったと考えられる。

周知のように，白然、流 下の水利用方式のもとでは，水利用上の位置の差を

反映して，上流優越的な水利秩序が形成される。したがって，水量の多少を
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反映した豊度条件も，上流優越的に形成されざるをえない。だとすれば，水

論という上 ・下流聞の地域的対抗関係は，豊度条件の優越を確保しようとす

る上流と，それを地域的に均等化しようとする下流との経済的対抗を表現す

る社会現象であったともいえる。もちろん，水論そのものは，上 ・下流の社

会的妥協として落着することが多いけれども，しかしこの妥協の産物である

慣行水利秩序の確定には，同一水系内での用水配分の地域的均等化傾向，つ

まり豊度形成条件の差の縮小化傾向という経済的意味が含まれていたので‘あ

って，それゆえにこそ，水利秩序が l~I らを慣行として確立し， 存続せしめえ

たと思うのである。

ところで，以上のような慣行水利秩序は，経営形態の側面からいえば，近

世的自営農の確立過程，土地所有の側面からいえば，封建的土地所有の胎内

に明治以後の地主制と経済的実体を等しくする土地所有が発生する過程と，

ほぼ時期を等しくして確立されている点に注目しておきたい。

その一般的な過程について簡単にふれておくと，それ自体生産力のある発

展の結果である農民経済の貨幣化の進展は，向給余剰生産の範囲を超えた商

品生産の発展をうながし，封建地代を納めた後になお残る剰余の形成をもた

らす。勿論，この剰余の増大をめぐって，封建的土地所有はそのすべてをの

みこもうとするが，この段階ではそれを自己のものとして確保しようとする

下級所有との対抗が表面化しその過程で上級所有に対する小農の事実上の

土地所有が確立しさらにその内部から地主的土地所有が発生 ・展開する。

このような土地所有の私的性格の発展の結果，集団的水利秩序が個々の耕

地片の土地所有に対応した生産条件としての内実を備える ようになる。すな

わち，用水配分が個々の耕地片への配分であるとい う，すでに成立していた

水利用の形態を変えるわけではないが，土地所有の私的性格の展開を通じ

て，土地所有者への水の配分としづ意義を名笑ともに具備するようになり，

この過程に照応して，近世初頭に形成された集団的水利秩序の再編が進行す

る。逆にいえば，そのことによ って同一水系内における豊度条件の地域差の

縮小，土地生産力の地域的均等化が進み，私的土地所有の経済的実現を媒介

し，安定化させる条件が，より広く与えられるがゆえにこそ，そういう再編

が進行する。かくして，土地の私的所有が用水配分の原理として確立し，土

地所有と水利用が相補完して水田土地所有権の構成部分となるわけである。
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旧河川法は，水田の私的土地所有の経済的実現の媒介契機として，近世末期

に社会的承認をうけて再編成された慣行水利秩序を，慣行水利権として確定

し水田土地所有の実質を完成させたものであったといえよう。その意味か

らすれば，慣行水利秩序，あるいはその法的確認である慣行水利権は，土地

所有の地代占取を媒介する私的性格をもっているといってもよいのである。

5. 用水配分の日本的原理

わが国の農業水利においては，水の需要と供給が価格の作用によって調節

され，交換性をもった商品として流通することは，一般にないと考えてよ

い。このため，用水の配分をめぐる対立を，経済的自元で解決することはき

わめて困難であり，その調整は慣行にもとづくルールに従って社会的次元で

行なわれてきたことは，すでに述べたとおりである。

そういう体制のもとでの用水配分の特色は，生産主体である農業経営への

水の配分ではな く，個々の耕地片への用水配分にある。すなわち，既述した

ような耕地と用排水路の結合形態を念頭において考えるならば，わが国では

アメリカでみるような事態とは異なって，水利用単位と水利用主体は采離し

ており ，両者は統ーされた一元性をもちあわせていないということができ

る。 最終的な水利用単位は，個々の生産主体であり水利用主体であるはずの

経営にはおかれてはおらず，各所に分散した一枚一枚の耕地におかれている

のである。したがって，個別経営の経済活動にそくして，どのように水を供

給するかとし、う見地からの水利用は，各所に分散ししかも所有者が相互に

交錯した一枚一枚の耕地片に，流動する用水をどのように配分するかという

見地から形成された集団的な慣行秩序のなかに埋没されてしまうわけであ

る。しかもその水利秩序は，個別経営の計画的な経済活動に適合した個別的

水利用を保障する実体的機能は，そうじてもちあわせてはおらず，一枚一枚

の耕地片の土地所有に対応した私的水利用を保証するものとして機能するこ

とになるのである。

これらの点と併せて注目しておきたいのは，私的水利用の基礎となった土

地所有の性格は，資本主義的な経済原理の規定をうけた近代的土地所有でトは

なかったということである。したがって，それを基礎にした私的水利用もま

た，近代的な経済原理によって裏打ちされたものではなかったともいえるの
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である。

以上のような農業用水の配分原理，つま り土地の付属物としての水配分で

あり，水が独立した経済的生産財としてではなく ，土地豊度のー要素をなす

付属物として機能し，存在しているとしづ関係は，日本の稲作農業の構造に

根さしているということができる。それは，用水の配分が土地への配分であ

って，生産主体である農業経営への水の配分で、はなく ，個々の農業経営は独

立の水利用主体としては成熟していないことと基本的なかかわりをもってい

る。

この土地への水配分という原理は，農業水利団体における費用負担の方法

のなかから具体的によみとる ことができる。その最も支配的な方法は，土地

面積割りの賦課であって，水の使用に対する代価の支払いという形態をとっ

ておらず，たとえどんなに大量の水を使用したとしても．賦謀金額は変わら

ない。わが国の用水配分原理に，市場メカ ニズムが作用していないことを示

すものといえよう。

そこで、農民は．経済的見地bミら水利用量を調節する根拠をもつてお‘らす．，

必要量の夏、化を生じたとしても，水利椛は固定化した形で

ことカミら，農業水利は不合理なもので、あり’旧慣を固守する頑迷な悪役であ

るという批判が生まれてくるのである。

しかしながら，今日の時点で農業水利の不合理性を指摘するときには，近

世的性格を完全に脱却していない村落的な集団関係の媒介なしには用水配分

が不可能なこと，そしてこの関係のなかで段業経営が完全な向立性を獲得し

ていないという仕組みのあり方そのものが，つねに問われなければな らな

い。問j也は， 近代的な用水配分原理を保障する水利用体制は，どのような条

件が与えられたときに確立するかにあるのであって，それは後にもふれるよ

うに日本農業の構造そのものとかかわる内容を含んでいることを見落として

はならないのである。

6. 農民層分解と水利用体制

以上て、述べた用水配分の体制と原理は，水利用の合理化を意図的に｜但むた

めに存在しているものではない。近世封建社会に形成された水利用体制の原

型は，その時代の生産力水準に基礎をおき，当時の経営様式に照応していた
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のであって，それは歴史的産物として，それなりの意味をもつものとして社

会的に存続してきたのである。

と同時に，このようにして存続してきた水利用の体制と秩序が，古い形態

のままで維持されてきたと考えるのは誤 りであろう。用水配分の基本的な枠

組みが止揚されたわけで、はないが，それは，戦後における農民層分解の進

行，農業経営形態のなかで一定の変化をみせているからである。

ここで，一定の変化というときには，二つの内容が含まれている。

変化の第 1は，近世的水利用集団を成立せしめた基礎て、ある生産力の水準

が多かれ少なかれ発展し，それを契機とした商品生産の深化によって，個々

の小農自身の計算にもとづく 経営活動が小農の内部に呼び起こされてきた過

程とかかわりをもっている。この過程のなかで，新しい生産方法を担当し

推進する小農と，そうでなし、小農との分化が階層性を伴いながら 生じた結

果，商品生産の担い手となる階層の側からは，経営の発展に適合した新しい

方式の水利用をつくりだす要求が生みだされてきている。事実，全国の主要

な水団地帯では，商品生産者としての小農の経営活動を，それなりに保障す

るにふさわしい施設整備や管理組織の再編を行ない， 「個別的水利用」と呼

ぶにふさわしい水利用方式を，いままでの用水配分体制の枠組みのなかでつ

くりだしてきているのである。生産力と経営発展の条件が社会的に与えられ

たときには，内らを合理化する内発的エネルギーを農業水利はもっていると

いえよう。

だが，いま重要なことは，上記のような合理化がさらに発展し古い水利

用の枠組みをより高い次元で変革するという方向とは異なる事態，いL、かえ

るならば古い枠組み自身が形骸化し農業水利構造の根幹にかかわるような

危機的事態が進行しつつあるということの認識である。

この事態が，実は農業水利の第 2の変化の内容であるが，その特徴を一言

にしていえば，水利用の担い手である小農自体の 解体化傾向の進行によっ

て，集団的な水利用体制が内部から動揺し崩壊しつつあるということであ

る。もともと，水利用の集団的関係は小農の等質性を前提として維持されて

きたものであるが，この状況は昭和30年代後半以降， 急速に変化してきてい

る。その直接的な契機は，農家の兼業化の深化に伴う農業収入の階層的役割

の変化であって，農業生産そのものに対する農家の関心の階層間格差の拡大



72 

である。そしてこの条件のもとでは，部落を中心とした集団の共同体的秩序

の弛緩，ないし動揺がもたらされ，水利施設の維持管理体制や配水のシステ

ムの維持が困難になってきているのである。伝統的な水利用体制の形骸化

と，用水配分原理の機能喪失の過程は，かなりの地域であらわれており，水

間農業そのものの存立に影響を与えているというこの根本的な事態に，いま

われわれは深い注意を払わなければならないといってもよいだろう。

もちろん，零細な経営のもとで水稲生産が継続される限り，古い体制を維

持しようとする力は，今後とも働くだろうけれども，その内実は，かなり危

機に瀕したものであることをいまや認識しなければならない。さらに重要な

ことは， 以上のような事態にもかかわらず，残念ながら新しい水利用の体制

が，いまのところほとんど形成されていないことの認識である。このような

状況のもとでは，農家自身も古い体節iJ，古い用水配分の原理を維持せざるを

えないのであって，それは一見保守的なものとして現象するかもしれない

が，そうしなければ，小農自体が自らの生産を維持しえないということが，

むしろ問題なのである。その意味からも，農業水利権を農業が強く 主張する

のも，既得権のみを保持しようとする頑迷な態度としてのみ把えることはで

きないのである。

7. 農業用水配分体制の今後

以上でみたような根拠のない農業用水批判は別としても，現実に農業の水

利用体制とその配分原理が形骸化し，機能を喪失しつつあるという点を直視

するならば， 当然，新しい農業の水利用体制が考えられなければならない。

この問題は，もはや単なる資源配分論で解決できる性質のものではなく，

いままでの水利用主体であった小農に代わって，いかなる新しい水利用主体

をつくりだしていくかという ，すぐれて傍造論的な政策課題なのである。科

学的な根拠に立脚した誠の意味の水利用体制の合理化は，小農が支配的な農

業構造を，日本経済とのかかわりのなかで，全体的 ・総合的に再編すること

なしには考えられないはずである。したがって，問題は決して容易なことで

はないが，しかし，その解決なしには農業水利の危機的事態はますます深刻

化せざるをえないだろう。経済合理性にもとづく批判に対し，同じ合理性に

もとづく自己主張をなしうるような水利用体制の確立が，いまや問題にされ
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なければならない。

そのような水利用体制の形態を考えていくためには，混沌とした日本農業

の動向のなかから，ある構造的な局面転換の兆しをよみとることが，さしあ

たり重要のように思われる。

ここで，局面転換の兆しというときの意味は，日本農業の内部で，集団的 ・

協同的な結合にもとづく新しい生産力形成と，それを基礎とした新しいノミタ

ーンの経営体があらわれようとしているのではなし、かということである。こ

の動きは，いままでの水利用主体であった小農の漸進的な協同化 ・集団化を

促す可能性を内包しているように思われる。したがってそれはまた，小農的

土地所有のー側面であり，いままでの水利用体制を支えていた零細分散的 ・

個別的な土地利用を，社会的な協同関係のなかに包摂し，集団的 ・計画的な

土地利用を展開させる可能性も含んでいるように思われる。おそらく，この

新しいパタ ーンの経営体は，日本的な農場制経営に発展しうる可能性をもっ

ているだけでな く， 村落社会的な集団関係を必要としない新 しい自立化した

水利用主体となりうる資格をもっていると考えてよいだろう。その場合，古

い水利施設体系の根本的な変革と，それを可能にする施設更新の保証が必要

なことはいうまでもない。市場メカニズムの作用にもとづく用水配分原理

は，そういう条件のもとで，形成されうるのではなかろうか。

水の商品としての流通も，そういう変化と結びついて始めて現実化するの

であって，慣行に代わるそういう新しい水配分原理の確立に伴って，農業水

利権の前近代的性格も自然、に消滅しうると考えられる。

そこで最後に，今後の問題をやや具体的に考えるための視点、の一つを提起

するという意味で，土地改良投資の体制についての若干の論及を試みておき

たい。

8. 現行土地改良投資の問題点

現行土地改良法の制定に伴って創設された戦後の土地改良事業の仕組み

は，大別して四つの特徴をもっていた。

第 1は，自作農の自由な意、宏、の結合にもとづく事業の実施であって， 3条

資格者の 2/3の同意にもとづく事業申請がこれにある。

第2は，工種別申請主義であり，第 3は一一事業一一改良区主義である。
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そして第4の特徴は，工種別 ・規模別国庫負担制度にあるといえよう。

昭和24年に土地改良法が制定されたときには，農業および農村の構造は，

つぎのように想定され，またそのような構造を前提として事業制度の仕組み

は設定されていた。すなわち，第 lに，ホモシニアスな自作農経営の単一構

造，第 2vこ， 農村と都市との明確な地借区分，第 3vこ，慣行的水利用とそれ

に規制される部落秩序の存在，がそれである。とくに自作農で構成される村

落に基礎をおいた水利団体の統制力は，事業を成立させ，推進していくうえ

での有力な要件であった。

戦後の土地改良事業を発展させたもう一つの条件は，相対的に有利な生産

者米価が維持されてきたということであろう。とくに長期的な資本投下を必

要とする土地改良事業の成立にあたっては，確実な利潤，あるいは地代の形

成が行なわれなければ，農家の積i霊的な同意はえられなかったはす’で、ある。

戦後の土地改良事業に，比較的順調な農民の参加がえられたのは，農家の事

業賀負担を超えるほとeの増産効果がえられたからであって，自作農の自由な

意志と結合にもとづく 事業の実施，つま り2/3申請主義としづ制度も，その

ような諸条件を前提としたものであったにちがし、ない。

ところが，このような事業成立の諸条件は，昭和30年後半以降， 急速に失

われつつあるように思われる。さきにもふれたように，階層分解の進行，と

くに兼業の深化によって，ホモシニアスな臼作農の単一構造が崩れ，農村の

都市化が進み，それゆえにまた，村落的な統制の秩序が大きく弛緩したこ

と，さらには，生産者米価のストップという価格条件の変化が生じたからで

ある。つまり，農業および農村構造の変化，価格条件の有利性の低下によっ

て，土地改良事業成立における農民の統一的意志決定が，きわめて悶難にな

ってきたのて‘ある。

このような状況を生みだした第一の契機は，いうまでもなく労働市場の急

速な拡大によって，農家人口の良外流出，農家経済の兼業依存傾向の階層間

格差の拡大，が激しく進んだことである。農業生産に対する農家の関心の階

層間格差が鉱大したもとでは，土地改良投資の経済的判断基準にも階層差が

生みだされただけでな く，伝統的な村落秩序にもとづく土地改良諸団体の統

制力も弱まらざるをえなくなるのである。

第 2の契機は， 43年以降における生産米価の抑制， 減反政策である。 これ
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によって，農家の資金負担能力の限界が露呈し，少なくとも階層聞の利害の

不一致が表面化し現行制度のもとでの事業の実施を阻んで、いるのである。

これらの点からみて，自作農の単一構造の維持と，米価の保障という政策

的な枠組みのなかで設定された土地改良事業制度は，基本的な矛盾を露呈し

つつあるといえよう。

たしかに，近年の土地改良事業は，その内容がますます大規模化し，多目

的事業として実施される場合が多く ，技術的にも高度な工事内容が要求され

ている。このため，兼業の進行によって事業への関心の階層間格差が拡大し

たという前述の過程とあいまって，農家にとっては私経済的事業として理解

されえない状況が広く生まれている。事業における公的性格が格段と強まっ

た結果といえよう。

そこで重要なことは，公共的な施設造成を社会資本の投入によって行なう

という観点の導入であり，それにふさわしい体制をつくりだすということで

ある。 事業の公共的性格が強まり，土地と水利用の自由度の拡大が個々の農

家の意志を離れてきている以上，それに必要な資本は農民の事業費負担なし

に，国の責任で全額社会資本として調達されるべきであろう。基幹的な用排

水路，道路などが，その対象となるだろう。

これに対して，個別経営の生産力形成に直接的にかかわりをもっ諸施設，

たとえば末端用水路，閏場区画，作業用道路などは，経営内施設として位置

づけ，私的投資の対象として，地域農民の自由意志にゆだねることになると

思われる。ただしこれに対する政策的援助措置が，別途必要になることは

いうまでもない。 t記の制度に現実的な意味をもたせようとしたときには，

経営内施設投資に対する農民負担は，現在農民が水田の土地改良および水利

費として支払っている 1,446円を上限とせざるをえないだろうからである。

なおここで，以上のような新しい土地改良事業制度の前提として，つぎの

ような考え方が，きわめて重要であることを付言しておきたい。

とい うのは，土地改良投資は，もともと農業生産力構造およびそれに整合

した農業構造の誘導契機になりうる性質をもっていると同時に，逆に現状の

構造を固定化する機能ももっており，投資行動を決定するときには，つねに

そのことが念頭におかれる必要があるという点である。

たとえば，イギリス農業史をふりかえってみると，農業構造の近代的転換
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表排水に代わる暗渠排水の出現とし、う土地改良，土木工法の進歩に大きく支

えられていたことがわかる。

一方，わが国の場合は，イギ リス とは逆に， 土地改良投資の形態と方法

が，古 くからの耕地形状を温存させ，経営構造転換を制約する技術的条件に

なっていたことに注目しなければならない。

しばしば指摘してきたよ うに， 日本的な耕地と用排水路の結合形態は，近

世的臼営農が成立した段階において，その原型が形成されたものであって，

明治以降の区画整理も この原型を明治的土木技術によ って， より小農に適合

したものとして強化完成させてきた。それだけでなく，明治以降の土地改良

事業の中心部分が水利施設の更新的改良におかれていたことから，近世的な

水利施設の骨格体系は変革きれないままに，今日まで継承されているのであ

る。

これらの点からみて，水利施設の骨組み，用水路配置， 水路機能，耕地形

状およびそれらの結合形態をそのままにした単なる土地改良投資は，逆に零

細農耕制を補強するような機能をもっているということができるのである。

したがって， 今後における土地改良投資は，将来期待されるような農業構造

を許容しうるものでなければならない。土地改良施設の場合は，他の固定資

本に比べて耐用年数が長く．いったん投資されたのちは容易にそれを廃棄し

がたい特殊性があることに注目するならば，将来の農業機造．生産力の発展

方向を展望した土地改良投資の戦略論が必要なのである。

（農林省，農事試験場， g~ 博）
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