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現代水資源配分機構の動向と性格

志 村 博 康

水資源問題は様々な問題を包含しているが，その一つに水資源配分問題が

ある。配分をどうするかが，利水史を流れる一貫した課題の一つで、あった。

農業水利は，古くから，農業用水同士の問での配分問題を手がけてきた

が，それは血をも流すほどのきびしい社会問題であった。その中で水利慣行

が形成され，全体が暗黙のうちに容認する水利の秩序がつくられてきた。

しかし現代の水資源配分問題は，もはや，農業内部の配分問題に止まる問

題ではない。

農業水利にとって，外部との配分問題は，明治以降，資本主義の形成とと

もに現われてくるが，当時は農業水利の側が社会的にも圧倒的に優位であっ

たから，農業水利の秩序が大きく影響されるということはなかった。 1930年

代後半，河水統制事業が始まるとともに，外部との配分問題がいよいよ農業

水利にと って重大なものになり始めた。しかしまだ，工業・都市が要求する

水需要はそれほどでなく， 1950年代までは農業水利の様相を大きく変えるも

のではなかった。 1950年代後半以降における経済成長は，工業・都市からの

水要求を顕在化し，水資源配分の様相を大幅に変えていくものになった。

ここにそれを一望することによって，今日的問題の一端に触れてみたし、と

思う。

1. 制度的展開

(1) 現代の出発点

1950年代の特徴は，都市用水関係の利水法が目じろおしにつくられていく
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ところにある。それを一覧すれば，

1950年国土総合開発法

1952年電源開発促進法

1956年工業用水法

1957年特定多目的ダム法，水道法

1958年工業用水道事業法，下水道法，公共用水域の水質の保全に関す

る法律，工場排水等の規制に関する法律

である。ここに，現代の水資源行政を生み出す出発点があったよ うに思われ

る。

それは第ーに，都市用水の整備拡充の方向である。工業用水法により，地

下水規制の方向が出されるとともにその地域の工業の 「健全な発達」を図る

方向が打ち出された。もっ ともこの法は，適用地域を指定し，井戸 ・ポンプ

の基準を定め，その基準に合ったものは許可するとい うものであって，地下

水採取を本格的に規制することは無理で，むしろ地下水急増の状況を若干緩

和する程度のものであった。また適用地域指定も，地下水にかわる工業用水

道が用意されることが前提になっているもので，工業用水道の展開を準備す

るものであった。翌均年，工業用水道法が設けられ，地方自治体が積極的に

工業用水道事業を行なう優遇措置が講ぜられた。水道法は，水道の普及とと

もにそれが公共的責任を有するものであるゆえ，水質基準や水道施設の基準

をきめるものであるが，同時に水道事業の育成を図るものでもあった。これ

らを通して，工業用水および上水道の河川依存の方向が急速に強められてい

ったので－ある。

第二は水資源開発の整備である。 1930年代の河水統制事業以来，水資源の

開発は行政の課題となるが，戦後，国土総合開発法の誕生により，急速に進

められていく ようになる。まず，特定地域総合開発計画が立てられるととも

に，水資源の多目的開発，多目的夕、ム建設が進んでL、く。 さらに電源開発促

進法が出され．電源開発中心・夕、、ム中心型の水資源開発が進められていく。

特にこの法で多目的ダムの費用娠り分けの方向が整備された。さらに特定多

目的ダム法では，タム使用機をあらたに設定するとと もに， 建設省が建設す

る多目的ダムの管理を全面的に河川管理者に帰属させることが明確になり ，

河川および水資源管理の一元化の方向の芽がここに打ち出されたので－ある。
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第三は，工業成長に伴う水質汚濁問題に対する措置が形のよでつくられた

ことである。公共用水域保全法は，水域を指定しその水域内においては，

水質基準が定められ，その基準に反する行為に対しては一定の行政的措置が

とられることを約束するものであるが，水質基準そのものが「指定の要件と

なった事実を除去または防止するために必要な程度をこえないもの」と定め

られ，厳格なものはあまり期待できないものであった。むしろこの法は，汚

濁産業と被害産業との「相互協和」をはかるというところに目的があった。

工場排水規制法は，これまで法的に規制の裏付がなかったのを整備したもの

であるが，前記公共用水域保全法の考え方を越えるものではない。両者とも

工業発展に伴う水質汚濁の法整備を形の上ではしながらも，むしろ保護する

性格をもつものであったといえるのである。

以上のごとく，成長する工業および都市化に対しそれの基礎となる水資

源行政の基礎がこの1950年代につくられたのである。

(2) 水資源開発二法の成立

ところで，これまでの水資源開発は，主として，単一での利水事業について

個別に行なわれてきた。そのため全体的な調整に欠け，総合的な事業を推進

していくことに難があった。もっ とも， その様な調整と総合計画を図る制度

がなかったわけではない。国土総合開発法に基づく特定地域総合開発計画が

それである。これは内閣総理大臣が，関係省庁と協議し，関係都道府県合意

の下に，特定地域を指定し，その地域の総合開発計画を策定するとともに，

その計画に従って行なわれる関係省庁所管の各種個別利水事業を調整するこ

とになっていたが，肝心の事業主体が一元化されておらず省庁によ って要求

の違いがあり，また地元県聞にも利害の対立があるとし、う状況のため，特定

地域としては水資源開発を中心とするもので10以上を越える水系を指定して

いるにもかかわらず，あまり効果を上げていなかった。

工業および都市化進展による水需要は，以上のよ うな総合開発計画の不備

をの りこえる勢いにあ り， 関係省庁は， あらたな事態への対応として 1960

年頃，各種の水資源開発法案を準備した。その中で生まれたのが， 1961年の

水資源開発二法である。

この法は， 水資源行政の方向に重要な影響を与えるものを打ち出した。
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第ーに，水資源開発水系が指定されることになり ，水系一貫の水資源開発

ごし、う方向が．制度化された。

第二に，その指定水系に対し，内閣が責任をも って，水資源開発基本計画

守立てることになった。その基本計画策定に当たっては必ず関係県の：昔、見を

「1くことになっているが，事業遂行に当たっては．地元の合意、はほとんど不

ヴとなった。

第三に，事業主体の一元化が行なわれ，水資源開発公団が誕生した。

以上のごと く．水資源開発行政は， この法を通じて，指定水系に対して，

いちじるしく 集中を進めることになった。その後， 巨大都市をもっ水系はこ

左ごとく指定水系となるゆえ， これを軸として，わが国の水資源開発行政は

乞中の色合いを一段と強めることになったのである。 これまで縦割り行政の

弊筈と県聞の利害にはさまれて筋の通った総合的水資源開発がゆがめられ，

あるいは棚上げされてきたことからみる と，この集中化は一つの進歩にみえ

るが，逆に工業化・都市化への対応が重点となり，拠点開発方式に従属する

ような形となった場合には，集中化は一つの問題を提起する様になる。

1962年に，この法に従って，利根川と淀川が指定水系になり，両者の水資

源開発基本計画が決定されたが，その内容は，群馬用水等農業地域の開発も

含む総合的水資源開発の形ではあるが，都市用水需要に応える性格が強く現

われているものである。

その後，1964年筑後川水系指定 （基本計画1966年）, 1965年木曾川水系指

定（基本計画1968年）， 1966年吉野川水系指定 （基本計画1967年） と指定水

系の追加があり ，現在にいたるが，首都圏，阪神圏，北部九州圏，中部圏と

吉野川を除いて，いずれも拠点都市地域を対象とする中心水系が対象にされ

てきた。水資源開発二法の成立によ って形成されたものは，拠点大都市の水

需要に応えることを中心とする水資源開発の集中的一貫体制であったのであ

る。

(3) 新河川法の成立

水資源開発二法の後を受けて，1962年全国総合開発計画が登場する。これ

までの総合開発は，先述した様に，電源開発中心 ・ダム中心型の開発であっ

た。すなわち，上流山奥での天然、資源開発を目標とするものであったが，臨
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海地域における工業都市の膨張は開発そのものが臨海地域を目標にすべきこ

とを要請するものであった。そこで開発思想を抜本的に転換し臨海性重化

学工業地帯の形成を重点目標におく 「拠点開発方式」が提唱されることにな

った。開発目標は上流山地から臨海地域に移されたのである。

このような水資源開発行政の急テンポな展開は，河川法そのものを全面的

に改訂せずにはいなかった。河川法の改正は戦前から叫ばれ，水資源開発，利

水の展開に見合った河川法の設立は一つの強い要望であったが，河川という

きわめて公共性の強いものでは，各方面からの利用が錯綜し容易には改訂

されるものではなかった。だが， 1950年代後半以降の都市の膨張と河川依存

の進展は，一連の利水法の確立によって次第に河川法改正の道程を整備し

ついに1963年それを実現するに至った。

戦後，水制度の樹立が検討され始めたのは国土総合開発法の成立の頃から

である。国土総合開発審議会の中に水制度部会が設けられ， 1954年，内閣総

理大臣に水資源の基本計画の策定と調整の権限を与えるとともに，河川管理

機関は河川利水機関と協議しなければならないという方向を出した。これは

河川管理機関への権限の集中はさけるが，個別化された水事業に統一性をも

たせるため，内閣に権限の集中をはかるものであった。

当時，河川管理機関の中心である建設省は河川利水の統一管理を望む立場

から河川法の改正を提案し利水機関の主力である農林省、は利水の個別的性

格は一拠に統ーされるものでなく，漸次的に解決されねばならないという立

場から，水利は当面個別の立法によりつつも総合調整のために関係大臣によ

る独自の行政委員会を設けることを折り込んだ水法を提案した。

いずれの方向もその段階では制度化されなかったが， 前述の様に，水資源

行政の急テンポな変化によって，水制度部会の方向は，水資源二法を通じ

て，ほぼ水資源開発指定水系に生き，他の一般水系については，河川利水機

関との協議を前提としつつも，ほぼ建設省案に近い形の利水統一管理の方向

が，新河川法に生きたのである。

新河川法は，そのような性格をとりつつ，第一に，従来の「区間」指定か

ら進んで， 「水系」指定に移行し，水系一貫主義をとりつつ，主要な水系につ

いては建設省の直轄管理を強めた。

第二に，利水への積極的対処を示し利水管理のための調査 ・計画を重視
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する方向を打ち出した。

以後，建設省は，地方の主要河川をほとんど一級河川に指定し，管理を按

めるとともに，過去の治水事業機関から利水管理機関へと性格を大き く変え

つつあるのである。

以上のごとく ，1950～60年代は，現代の水資源、行政を確立していく過程でー

あったのである。その性格は．工業化 ・都市化に応えるものであり．その方ー

向は，水資源開発 .fl］水管理の集中化であった。

2. 技術的展開

現代の水資源配分を進める技術的側面を一望しておこう。それは新しい形：

態の開発方式の登場と用水合理化の進行に特徴づけられる。

(1) 新しい形態の開発方式

a. 多目的ダム建設

昭和10年代の河水統制事業とともに多目的ダム建設が始まるが，戦：

後急速に数を増やしてし、〈。これが現代の水資源配分に対応する開発

方式の第一の形態である。上流水源での資源、発掘そのものが多目的化

されたわけである。これより，各種利水間での費用分担という水配分ー

へ向けての経済的合理性追求の一歩が始まるのである。

b.他種利水との合口

利根川水系水資源開発基本計画のーっとして，1962年利根導水路建

設事業が開始されるが，これは大都市用水と農業用水を合口させると

いう画期的な意味をも っていた。これまで農業用水同士での合口は．

以前からなされていた。洪水対策としてもよかったし位置の優劣‘

（上下流関係）をなくし利水の平等化を進めるためにも有効なもの・

であった。特に上流側にダムが開発されるよ うになってからは，河床

低下対策もあり，また平等化に伴う必要水量増の確保も保障されると

ころから感んに行なわれるようになった。ところが都市用水と農業用

水との合口は，双方から避けられる傾向にあ り，上下の取水位置関係．

をつくりだしては相互に競合するというきらいがあった。それがつい

に首都圏用水と利根中流部大農業用水とが相互提携して取入口を一つ，
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にしたのである。技術的にも合理的であるし社会的水秩序にも影響

するところは大きいであろう。 今後，このような形が進んでいくと考

えられる。

(; .河口堰・河口湖の建設

これまでの水利用では，河川に還元する大量の水を最終的には河口

から海に流していた。これを再開発することによって水需要に応えよ

うとするのが河口堰である。技術でもって再配分を行なう一つの典型

といえよう。河口では塩水クサビの遡上や渇水時の河口閉塞の問題が

あるが，それらもこの河口堰でもって一挙に解決されることになる。

ただし 水産資源の問題は，なお今後の課題として残っている。

1956年，わが国最初の淡水湖化である児島湾締切工事がなされた。

1962年，淀川の水資源開発基本計画の確立とともに，長柄可動堰の

改築も決定された。1964年には，利根川水系水資源開発基本計画が追

加され，利根川にも河口堰が設けられることになり，さらに， 1966年

には，木曾川水系長良川に河口堰を設けることも決まった。これから

はますます盛んになっていくであろう。干拓事業も農地開発一本から

脱皮して，淡水湖化も重視する複式干拓方式を準備しつつある。

~.大規模流域変更

水資源配分は，地域聞の配分にも積極的に乗り出しつつある。流域

変更は小規模のものも取り上げれば，江戸期にまでさかのぼるが現代

では県聞の利害を越えて，きわめて広域的な規模でなされようとして

し、る。

吉野川水系が指定水系になるとともに， 1967年早明浦ダム建設が基

本計画と して定められた。それでは，四国 4県にまたがる大規模な流

域変更が設定されている。このような形態は今後水資源配分の有力な

方式と して各所で具体化されて くるであろう。この計画ではその他，

水資源計画上一つの注目点と して，水需要が1980年を目標とする見込

み需要であることである。これも，これからの水資源配分に一つの課

題を提供するものである。

-e .大規模湖沼開発

水資源配分問題は，ついに大規模な湖沼開発を日程にのせるまでに
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なった。1964年から始められた印旗沼干拓事業は，矛lj根水系水資源開

発基本計画によ り， 大幅修正され，干拓を縮小して，京葉地区都市用

水開発に向けられたが，続いて霞ヶ浦開発が水資源開発の対象に入っ

た。淀川水系においても，琵琶湖が開発対象になった。

以上の様な開発方式の展開は，水資源の配分が， 産業聞に，地域間a

に大規模になされる方向が，技術的に整備されてきたことを意味する．

ものである。

(2) 用水合理化

水資源配分が大規模に展開され始めるとともに， 用水そのものの合理化が

強められてし、く 。

a. 工業用水

工業用水の原単位がし、ちじるしく 違 うことが，次第に明らかにされ

てきた。同種類の用水型産業の中でも地域によ ってま ったく違い，水

の豊かな所では原単位が大きいが，水に恵まれない所の原単位は小さ

い。回収率，海水利用率等節約の度合がまったく違うのである。

1965年頃より， 東京都区内工業の淡水使用量は，減少傾向にある。

それは工場の移転もあるが回収水使用が激増 しているからである。下

水道使用料を払わねばならなくなったり，地下水規制のため下水処理

水の工業用水を買わねばならなくなった り，また水質汚濁が注目され

るよ うになった結果，廃水量をへらし，回収を図る方向が強化されて

いったのである。

b.農業用水

都市用水の激増と利水管理の集中化の中で，農業用水は，次第に）甘

水合理化を進めていくことを迫られた。

まず水田用水量については， 伝統的な減水深法では反覆のある広い

水団地区の用水量を正しくとらえることはできないので，代わって水

収支法による分析が盛んに進められた。これを通 じて．い くつかの地

域で反覆利用の実態が明らかにされたことは，水資源配分問題に対す

る貴重な寄与であるといわねばならない。もっとも，水収支法は一見

明快なよ うで実はきわめて誤差の入 りやすい厄介な代物であるので，
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水収支法以外の方法も研究されつつある。

農業用水が用水量問題で打ち出 した重要な成果は畑地かんがし、用水

量の確定である。注目すべきことは畑地の農業用水において料金制が

成立したことである。それは農業者自身による自発的な節水の方向に

道を聞いた。

農業水利事業は重要な農業水利施設を近代的な管理を可能にする構

造物に切り換えていった。頭首工の新設 ・改造は取水をいちじる しく

合理化したが，特に合口化は，前述のごとく ，水資源配分を整備する

基本的条件になるものであったしポンプ取水の普及は，事実上，料

水化に通じ，節水を実現した。また用水路の大幅改修 ・新設は水路指

失をいちじるしく削減し，配分合理化に役立った。

最近になって，パイプシステムが農業用水に導入されるようになっ

たことは，農地の装置化という意義とともに，水資源配分を効率のよ

いものにする意義がある。さらに，農地が宅地化によ って脱農業化し

た場合にも浮いた農業用水を幹線部分において再配分できる基盤とも

なるものである。

以上のごとく ，水資源配分のはげしい進展とし、う状況の中で，伝統

的に困難視された農業用水を合理的に整備していくとし、う問題も次第

次第になされていきつつあるのである。

3. 再配分問題の登場

工業 ・都市における水需要の激増に対応して， 産業間，地域間で大規模な

水資源配分を実現していくための開発が進むとともに，各用水の中で不可避

的に合理化の過程が進行していったが，既得利水そのものを再配分しよ うと

いう形は，若干の地区で事実上進行はしても，なかなかおもてだって取り t

げられるということはなかった。

しかし1970年，当時の建設大臣が，新聞を通じて，都市化地区にお いて

は，農業用水を都市用水に転用する方法を研究する必要があると談話形式で

発表するに及んで，この問題は公的に論議される対象となった。i

農林省の中に， 「農業水利問題研究会」が設けられ，関係諸資料の整備，方

向の全面的検討が進められ， 1961年農業水利問題研究会報告として，「都市
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化過程における農業水利」が発表された。その内容は現代の水資源配分機構

に深くかかわるものであるゆえ，ここに若干の考察を加えてみたい。

河川水は公水であるから，建前から行くならば，使わなくなった水は河川

管理者に返す，あるいは河川管理者は使用許可を取り消し，別の利水希望者

に使用権を認めるということである。したがって，転用に当たって利水者同

士で契約したとえば売買するという形はとることはできない。これで行く

限り ，たとえ都市用水の側が農業側に転用を強力に求めたとしても，農業者

の側から進んで余剰水を転用しようとL、う動きは現われようがない。実際，

農業用水というものは，農地の宅地化に比例して使用水量を減額できるよ う

な簡単なものではない。都市化地域の中に一部農地が残っている限り，その

農地に水を載せるためには，これまでどおりの水位が必要である。宅地化さ

れた農地の水を都市に与えるために残存農業者が水利施設の大幅改良を図る

ことを期待することは滑稽といわねばならない。したがって宅地化が進行し

ても農業用水の取水量を減らすことはほとんど進行しない。農業用水取水量

の減少が自にみえて起きてくる段階というものは，その地区の農地が高度に

宅地化されて，農業水利秩序そのものが自己崩壊した時である。 したがって

宅地化と並行して農業用水を次第に都市用水に切り換えていくなどとい うこ

とは到底期待できないものであった。

しからば，公水とL寸法体系をこの際抜本的に変えねばならないとい う見

方が出てきがちであるが，そうではない。このよ うな論議は水資源配分の今

後の方向に抜本的な問題を投げかけるものであり，都市用水への転用とい う

それだけのことのために，資源の私有化を簡単に導入することはできないで

あろう。報告書の方向はそのような論議を避け，私見によれば公水という現

体系の中で転用が農業者の側から自発的に促進される方向を追求している。

過去の都市化による農業用水の転用は，先に触れたように，高度の宅地化

による農業用水の自己崩壊の結果，農業用水施設を地方自治体に無条件，無

補償で移管することによ って初めてなされた。二ヶ領用水の川崎市への移管

などがそうである。現在の転用要求はその時までのんびり待てぬというとこ

ろからきているものである以上，農業者の協力を得て宅地化と並行して進め

てし、く必要がある。報告書の方向は，著者の見方では次のようである。農業

用水の同意、を前提にして，都市用水にも使える農業用水の基幹施設を都市用
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水と共用で使うようにしその施設の施設費および管理費を都市用水側も負

担する。都市用水は，宅地化とともに，その施設利用の比重を増していくわ

けだから，使用水量の実績割合に応じて年々負担を増していくようにする。

一方農業用水側は，負担が減少するとともに，その増大する都市用水の支払

を受けることになる。こ うして年々都市用水側が農業用水施設を農業用水が

使わなくなった割合で、年々買い込んでL、く。最終的に都市用水が農業用水施

設費の支払をすませ，管理権をゆずり受けた時，用水を使用しなくなった農

業用水側には莫大な施設費償却額が与えられる。農業用水施設をゆずり受け

大都市用水は，かつての農業用水の水利権の範囲内で新規水利権を河川管理

者に申請する。河川管理者はそれが既存利水や水資源、計画に支障を与えぬ以

ー上認めざるを得ない。都市用水の水利権は非かんがし、期も入るゆえ，若干の

こまかい手だては必要である。

この報告の方向は，以上のごとく ，転用問題を現行行政の中で経済と技術

の巧みな運用でもって解決しようとするものである。この再開発の方向はま

だ現実化されていないが，それは単に都市化周辺地区の再開発問題に止まる

ものではなし、。農業用水基幹施設との共用を前提としているゆえ，一見都市

化地区内部に限られる特殊な水資源配分問題とみられがちであるが，転用を

；通じてダム容量の代替物を下流都市化地区にっくり出したことに相当し，そ

止1だけ上流ダ、ムの利用可能性を拡大したことになるのである。その意味で流

域全体の資源配分問題に大きな影響を与える開発方式の提案であったといえ

るのである。

ところで転用が，もし，個別農業者と個別企業の間で自由勝手になされる

ことが社会的に起こるとすれば重大な問題となるであろう。公水としての水

資源の配分理念はくずれ，水の私物化に伴う水利秩序の混乱が生じ，大企業

優位の水資源配分の状況がっくり出されるおそれがある。報告書の方向は，

，農業用水側としては農業用水基幹施設を管理し法律で認められている土地改

良区を例として上げ，都市用水側としては県営水道に一本化し県が当事者に

なる方向を例として示している。これは，著者の見方では，水資源配分の社

町会化の進行に対応して，水資源行政集中化を一層進めつつ，公水理念に触れ

ることなく ，転用を，農業者の経済的損失をもたらすことなく実現しようと

－するものと理解したL、。
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以上のごとし都市化地域における水資源再開発方向の提案は，現代の水

資源配分問題の到達段階をよく表現するものであり ．過渡的社会における水

資源配分の基本構造を示唆するものといえよう。

4. 水資源配分機構の性格

1950年代以降の動きは，新 しい配分メカニスームをつくりだして行く過程で

あったともいえる。それは，利水法を次々に設定 して，新しい強力な都市用

水需要に応えつつ，集中的な水資源行政を形成するとともに，水資源配分の

ための多角的な開発方式を展開し，同時に各用水内の合理化を進め，ついにー

は再開発の方向をも打ち出すに至ったものである。これまでの時代と比較す

る時， 1950年代以降を通じて到達 した現代の水資源配分の諸相はまことに巨

大なものがある。経済成長は水資源、利用をいちじるし く社会化するととも

に，それに見合った水資源配分の諸様式を構築していったのである。しから

ば現代の水資源配分を規定する基底的論理は何であるか，1950年代以降の動

きの中からその一端をここに整理してみたし、と思 う。

現代の水資源配分メカニスムを生み出す上で司開発技術の役割を否定する

ことはできなし、。現代の配分問題に見合った開発方式が次々と打ち出され，

また各用水の技術的合理化が用水合理化を具体的に進めたことは論を待たな

い。そこに流れるものは，新しし、水需要段階における技術的合理主義の貫徹

である。では技術的合理性でも って現代の水資源配分が規定されるとみてよ

いであろうか。

先述の数々の開発方式、たとえば河口堰 ・河口湖の実現はたしかに技術進

歩のなせるわざである。過去の土木技術では洪水に対処することは困難であ

った。これによ って最下流での水資源再開発とし、う現代の水資源配分に適合

した形が可能になったことは銘記すべきである。けれどもその背後には，上

流ダムでの水資源開発が水没補償等で次第に高価にな り， しかも上流側地域

に一方的犠牲を強いるため，同意を得ることが容易ではな くなり， その上，

上流での水源手当をしても流下過程で途中の利水者に介入されるという問題

があった。そのため， むしろ既存利水よりも最下流で， 河口 とし、う水没問題

等のない地点が開発対象に加わったという事があったのである。

では経済的合理主義が水資源問題にも定着し，それによ って水資源配分が
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規定されているのだろうか。1950年代以降の水資源問題に対する経済性の侵

入はいちじるしいものがある。 まず上水 ・工業用水の使用は料金制が定着

し，水価格により水需要が変化する事態も生じている。農業用水の場合で

も，畑かん地域ではほぼ料金制が定着した。だが法的には売水ではなく，施

設費 ・管理費の受益者負担であり ，負担の方法が使用実績割になっているだ

けである。経済的立場からみれば，コストメカニズムは存在するが，自由な

市場メカニスムではない。大局的には公共的責任での水の供給 ・配分である。

水資源が商品化の方向をはっきりと指向しつつあるとされるのは多目的ダ

ムによる水供給である。特に先行投資でもって多目的タムがつくられる場合

その方向が強くなるであろう。一般の場合には見込も含めて，需要に対応し

て多目的ダムが作られるが，その費用の需要者間での分担は経済的合理主義

を貫く方向でなされている。だが，ダムによ って生み出された水資源そのも

のが自由な市場メカニスムでも って配分されているということにはならな

い。現在のところ，公共的に認められた需要に基づいて配分されているので

ある。

しかしながら水需要をっくり出す者は人間の願望ではなく ，経済の動きそ

のものである。経済の葱Jきこそが水需要を新たな形で、っくりだし水資源の

配分，さらに再配分をも要求する。都市用水の成長は，人聞が希望するから

でなく，経済の展開がそうさせるのであり，これまで農業的土地利用でよか

った谷底平野を水資源の貯水池として利用した方が有利なような状況をつく

りだし 農地よりも宅地として利用した方が有利で，その用水を都市用水に

用いた方が有利なような状況をつくりだすのも経済の動きにほかならない。

それを公共の意志がそうさせるとして，経済の論理に依拠せず，強権で解決

しようとすることは論外といわなければならない。あくまで経済こそが需要

をつくりだし新たな水資源の配分を要求するものである。けれどもその配

分の決定を市場メカニスムのような経済の論理だけで実現できるような機構

ではないということである。

しからば何が水資源、の配分を規定するのか，最終的意志決定は経済を基底

におく政治過程といわざるを得ないのである。そもそも，稀少資源、の配分問

題は政治学の基本問題であった。稀少資源、は，今日の社会のように，すべての

ものが金銭的評価の対象になり得る場合においては一定の経済的性格を常に
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もつが，完全なる経済財として機能し得ない時には，政治過程での配分に最

終的にゆだねられる。実は水資源がそのような性格のものであったといえる

のである。経済性を無視することは完全に誤りであるが，経済的合理主義で割

切ろうとすれば必ず政治過程に問題を提起するようになる代物なのである。

したがってその配分は，経済のt!Jきの中から発生し，政治過程を求め，政

治過程を前提とする。先に現代水資源行政の確立過程を略述したように水資

源配分問題は政治過程の進行とともに進み，あるときは，政治過程に先導さ

れるものであった。 水資源配分に対応する開発方式の展開はまさに政治過程

』こ先導された感じが深い。また各用水の合理化の進行は，経済が要求する水

資源配分への圧力によるものであるが，行政指導の果たした役割をみのがす

ことはできない。農業水利問題研究会の報告の方向は．まことに現代水資源

2配分メカニスムを裏面に体現するものとして興味深いものがある。それは前

j患のよ うに転用問題を， あえて法律や制度の問題にせず，経済や技術の問題

としたということは，著者の見方では，政治過程を無視した，あるいは意味

のないものとして扱わなかったとし、うのではなくて，それを重くみるからこ

そ，あえて水資源問題の根本問題たる公水 ・私水の論議はさけ，転用を合理

白的 に実現してし、く基底として経済性に注目したのであろう。そして転用を進

め て行くプロセス としては再開発に伴う経済的補償の性格を明確にしつつ，

周時に市場メカニズムにまかせるというのではなく，すすんで管理権の移行，

交渉相手の設定など行政が具体的にとるべき政治過程での問題を指示してい

るのである。

以上にみるごとく，水資源、の配分が最終的に政治過程での意志決定にゆだ

ねられるということは，政治的権力でもって強権的になされるということを

意味するものではなく ，むしろその政治的意志決定は，配分がもっ経済的背

景を重視し経済手当を政策の中に具体的にもっとともに，配分を実行する

’開発方式 ・用水合理化について技術的整備を十分行ない，関係する諸分野 －

a諸地域の合意、を獲得するものでなければならないということである。逆にい

うならば，このような全面性の実現を，自由な市場メカニズムや技術機構に

ぺゆだねることは到底できないからこそ，政治過程に最終的決定をゆだねるの

である。政治過程の責任は非常に重いといわねばならなし、。現代の水資源配

分はいちじるしく社会化し，その配分メカニズムは巨大な領域を包含しつつ，
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政治過程に集約され，水資源行政の集中化を進めている。これが，これから

の水資源配分をになってし、くわけで、ある。

今日，ょうやく面全体の総合開発という思想が形成されつつある。水手当

は都市にも，農村にも，すべてに対して必要であるということである。もっ

ともそれは水量を機械的に分けるということではないであろう。水資源の配一

分を通じて，経済・文化・自然等の諸々の恵みを，面の全体にあまねくゆき

わたらせるということである。かつての拠点開発方式のように，拠点的工業

地区への給水をすべてに優先し上流地域を水資源の発掘場と化し，農業地

域の水手当をおさえて，効率のよい水資源配分を実現しようというような発

想ではもはや許されないであろう。

工業化の流れに依拠することによって形成された現代の水資源配分メカニ

ズムが，その集中化された巨大な力を，どう面開発に生かすかがこれからの，

問題である。公水配分理念を真に体現する方向は面開発の中にあるのではみ

るまし、カミ。

（東京大学助教授，農学博士〉
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