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く現代の農業水利合理化問題特集ーその 4・終〉

序論
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（以上 No.97既載）

佐藤一 俊朗

志 村博康

H 農業水利合理化の構造論的分析 永田恵十郎

(No. 98既載）

町 農業水利における料金制問題 安 井正巳

について（No.99既裁）

IV 農業用水の効果とその評価 佐 藤

（本号掲載）

N 農業用水の効果とその評価

一一農業水利の展開と地域的効果・ 序一一

佐藤俊朗

1. 発展過程からみた農業用水の性格とその変化

農業が古くからの経験の積み重ねによ る歴史的過程を経て発展し，現状に

到達したことは，万人の知るところである。そして，っし、最近まで、は，農業

はほかの資本家的生産の行なわれる諸産業とは，はなはだしくその性格を異

にし，生産様式においても，生産手段においても，さ らには農業に対する
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国，地方公共団体の行政指導においても，独特の形をとってすすめられてき

た。たとえば，近代的諸産業においては，すでに封建社会から近代社会に移

行する明治の初期において，生産の中心を労働条件におき，労働の生産性を

高く標傍したのに対し，農業では農民の労働による生産性というよりは，む

しろ農業労働の犠牲の上に生産を持続し，発展せしめるという方向をとって

きた。そして，このことは，国の基本産業としての農業一一農は国の基であ

るというような国家的宣導によって一般化され，また一方においては，これ

をうけた篤農思想によってますます農村社会の内外から指導され，組織化さ

れて，この方向での発展をなしたので、あるO 明治期以降における同一社会の

生産体制における，この異なった生産思想は，農業とほかの産業との聞の相

異を非常によく表示している。したがって，現在においては，この両者の相

異を卜分にふまえた上での施策・方向性が当然に必要であり，またこれまで

もそうでなければならなかったはずなのであるが，そのようなことはまった

くといってよいほど考えられずに，時には農業を近代諸産業の犠牲として，

時には労働市場のプールとして，常に農業および農民を搾取の対象としての

施策がつづけられ，現在に至っていると考えられるのである。

近代的諸産業は，いろいろな意味で農業の基礎の上に成立発展したのであ

り，農業および農民をこれら産業の基礎と評価しても，また搾取と考えて

も，わが国の近代的諸産業は農業および農民に支えられて発展してきたので、

あるから，みかたによっては，農業には搾取されるだけの，または基礎とな

り得るだけの条件を備えていたわけで、あるO そして，このような農業の本来

的な基礎条件が「水」によって形成されたものであることは，封建社会以前

においても，明治以降の現社会においても，農業生産の中心が湛水稲作農に

立脚していたことから明らかである。そしてこのことは，封建社会における

「石高」か訟も，明治以降の地租，農用地の地価からも，またつい最近では，

過剰生産のため，昭和44年から実施されるに至った水稲の作付調整の施策か

らも伺うことができる。

このように，農業にとって用水の条件はとくに高い位置を占めていたので

あるが，またそれだからこそ用水条件の安定，水利組織のためには農民はも

ちろん，その指導層においても古今を間わず，その時代における最大の技術

的・社会的手段がとられてきたのであるO
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広い範囲の自然を生産の場と して営なまれる農業においては，一般に用水

条件の安定には， 社会的にも技術的にも困難な場合が多し、。このことは，稲

作の初期の段階から現在に至るまで，その性格には相具はみられるが一貫し

ている現象である。

水利技術は未熟だが，稲作技術は高度に発展するというような，あるいは

その逆のような形の営農は一般にはみられず，水稲作の技術と水利技術は，

その人為度を深い一定の進度ですすめてきた。しかし， メコン河，メ ナム河

の下流域や，ガ ンジス，プラマフトラ河下流域のように，気象的および立地

的に長期にわたって雨期 ・乾期の差が明瞭に区別されていて，しかもその差

が極度に大きく作用し，これに対応するほどの社会的 ・経済的条件が整わな

い場合ではその限りではなし、。

農業用水の性格に限ったことではないが，ほとんどすべての事象では，そ

の初期の機能がまったく変化せず長年月にわたって一貫されているというこ

とは少ない。とくに農業用水のように，その中心をなす農業が，地域や時代

的背景によって，社会的に変化する場合には，この傾向はとくに大きいもの

と思われる。

水の条件にめぐまれた地域で・の水田造成，したがって用水の開発では，計

画の当初からかなり潤沢な用水が求められる場合もあるが， 一般的には， 自

然の立地条件， 用水開発の基礎と しての社会 ・経済条件および技術の問題な

どから，用水開発にあたっては，主目的である謹慌に限定した，しかも水田

造成のための極限に近い計画がなされるものである。そして，水田用水量は

新田から熱田に移るに従って，水田での水利用量が経年的に減少するところ

から，この減少量に相当する余剰水量が，ある場合には新規の水田造成のた

めにふりかえられ，またある場合には濯概上からは余剰水となって，直接的

な新規の利用はなされないこともある。しかし，この前者の場合でも終局に

おいては，残余の余剰水が必ずでるわけである。 用水計画は，このような形

を原則と してなされるわけであるが，河川に水源をもっ場合には，河川の流

量が毎年の回期に，必ずしも常に同量の流水と して安定的に保証されている

わけではなし、。したがって，渇水年には用水に不足を生じ，豊水年には取水

源の水量に余裕が生じ，また，取水量においても同様である。

このことは， 渇水年に基準をおいて用水計画がなされたとしても，一般に
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は平水年，豊水年には，水源のその余剰水量を対象としてさらに水田の開発

がすすめられることが多いために，その結果は当然に渇水年には用水不足と

いうことになるのであるO

水田造成と用水との関係は，前にもふれたように，新田は経年的に熱田化

する過程で一定年限内で用水量も経年的に減少傾向を示すものである。した

がって，通常の水田造成では，これらの条件を勘案して，水源水量および用

水施設の合理的利用とその経済性などから， 地域全体を同一年に開田造成す

るということは行なわないで， 計画的に年次を分けて開発をすすめることが

一般である。 同一年に計画地域の全面積を開田するためには，熱田化した場

合の数倍ないし十数倍にも及ぶ水量を確保しなければならな いばかりでな

く， 用水施設も熱田化した場合の必要条件の施設に比較すれば，かな り大き

な規模の施設が必要であり，したがって，経済的にも，機能的にも熟閏後の

条件を考えると無駄な投入がなされなければならないのである。このような

ことから開田は数年Iこわたって行なわれることになるのであるが，それにし

ても，将来，熟田化した場合の安定水量のみをも ってしては，計画全地域の

水田造成は不可能なのであるO

いまかりに，開問後4均年で熟固化し， その開回以降の水量が 5: 3 . 2 

・1とし、う比率で毎年減少し， 一定化する場合を考えてみよう。全地域を 1

年で開田するものとすれば，当然のことながら，最初の年には熟田化4年以

降の 5倍の用水量が必要であり，将来永続的に利用される水利施設も，これ

に対応する規模のものとならなければならない。 2年目， 3年目， 4年目と

経年的にこの取水量は 3倍， 2倍，安定水量と大幅に変化するのであるから，

水源水量の手当としても，水利施設 tからもきわめて無駄なことになるので

ある。もし，この地域を 3ヵ年の年次計画で，各平均等面積を開国するもの

とするならば，

1年目の水量は安定水量の

A/3×5=1. 67倍

2年目の水量は安定水量の

A/3×5+A/3=2. 67倍

3年自の水量は安定水量の

A/3×5+A/3×A/3×2=3. 33倍
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4年目の水量は安定水量の

A/3×3+A/3×2十A/3×1=2.00倍

5年目の水量は安定水量の

A/3×2+A/3×l+A/3×1=1. 33倍

6年自の水量は

A/3×1十A/3×l+A/3×1=1.00倍〈安定水量〉

となり， 3年目には最大の用水量を必要とし，その水量は熱田後の安定水量

の3.33倍を必要とする。そして，全面積で永続的な安定水量に達するには，

6年の年月を要することになる。

また，同様の手法によって全地域の開田を 5ヵ年の計画で行なうものとす

るならば，その各年の必要水量は，

1年目の水量は安定水量の 1.00倍（安定水量と同じ〉

2年目 II 1. 60倍

3年目

4年目

5年目

6年目

7年目

8年目

／／ 

II 

II 

／／ 

II 

II 

2.00倍

2.20倍

2.40倍

1.60倍

1. 20倍

1.00倍〈安定水量〉

となるのであって，開田 5年目の水量が最大で，安定水量の 2.4倍とな り，

3ヵ年計画の場合の 3年目の最大水量3.33倍に比較するとかなり少なくなる

が，安定水量に達するのは開田開始後8年目であって， 3ヵ年の開田計画に

比較すると 2ヵ年間長くなる。

このように， 1ヵ年で全面積を開田する場合には安定水量の 5倍を最大用

水量とし，しかも第 l年目が最大であって漸次3倍， 2倍と減少し， 3ヵ年

で均等面積を開回する場合には，開国終了年の 3年自に最大取水量3.33倍，

5ヵ年で均等面積を開田する場合には5年目が2.40倍となり，それぞれ安定

水量に対する最大水量比となるのである。もちろん，地域内の立地条件など

の差異によって，この計画計算がそのまま適用されるとは限らないが，原則

としては，このよ うに年次計画の相異によ って最大取水量に差が生ずるので

ある1〕。
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第 1図 開田の年次計画と計画用水量の相関

6倍

5 f音

4 j古

31自

2 H'i 

I : 1年で全面積開田
II : 3ヵ年計画で各年均等面積開田
Ill : 5ヵ．年計画で各年均等面積開回

1 

1
年
目

2
年
目

3
年
目

4
年
目

7
年
目

5
年
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年
目

8
年
目

（注） 縦軸は熟田後の用水量を 1とした関田進行中の水量。
横軸は関田開始後の経年。

水田での水利用は，稲作経営の内容によって，水稲の作付全期聞を通じ

て，一率に一定水量を利用するものではなし田植前の代掻期の用水量とほ

かの時期の養い水との聞においては大差があるが，農業用水の取水量（必要

水量〉は，水田造成期の計画では以上のようにして決定されるのである。し

たがって，農業用水の利用水量は，その地域の開田時に決定されることか

ら，その水量は開田の計画年数によって定まることになり，これがそのまま

農業用水利権につながるわけであるから，慣行水利権にせよ，許可水利権に

せよ水利権の水量が一般的に不明確であったり，常時取水量と最大取水量と

の聞に大きな差のあることは当然なのである。そして，その理由も上記のこ

とから明瞭である。しかし，前にも述べたように，稲作の地域および農民社

会においては，一地域の開田が計画され，実施完了すると，これに隣接しあ

るいは附随する地区の開国が徐々にすすめられたり，従来は畑地であったと

ころが水田化されることが多L、。これらの水田造成のための用水量が新たに

計画される場合は別であるが，本計画の開田のための最大用水量と熟田後の

用水量との差で，用水の新規開田地区に供給可能な場合は水量そのものにつ

いての問題はない（この場合でも用水の分与については社会的に複雑な条件

が附随する〉が，この量で供給不足のような場合には本計画地とこれら 2次
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問団地域との間では水をめぐる社会・経済および制度的内容をふくめて複雑

化し，水利慣行についても地域的な特殊な形の水利形態がっくりだされる。

さらに，開国後の稲作経営の変化は，農業用水量およびその期間に変化を

もたらすばかりでなく，稲作経営を主目的として取水・導水された農業用水

は，地域農民ー一住民の生活と結びつき，農民のための生活用水と融合し，

文字どおりの農業用水←一一営農や濯概用水だけで、なし農業経営の担い手で

ある農民の生活いっさいを含めた，農業を営なむためのすべてをふまえた用

水一一へと発展するのであるO

この用水機能の発展形態は，さらに地域環境を変化せしめ，地域の社会的

効果ということまで発展することになる。多摩川に取水源をもっ玉川上水を

分流した野火止用水などの疎通とその後の機能の進展はこの好事例である。

野火止用水は，玉川上水の工事担当者であった松平信綱（智慧伊豆）の功績

に対して，その恩賞として信網の望みにより幕府から与えられたものであ

るO 野火止用水は，武蔵野の台地に，玉川上水の関口より分水するもので，

『江戸名所図会』によると，

「当寺（平林寺〉の境内を周流する水は，承応元年，野火留新田墾閣の

時，伊豆守松平信綱朝臣二里余南の方，小川村の地より，多摩川の水を分

けて，ここに引しむることなり」。

と記されていることからも明らかなように，導水の目的は野火止新田の開拓

にあったわけであるが，この用水の開さくは水条件の悪かった用水路沿の地

域の村々の環境改善に非常な効果となってあらわれている。この用水の導水

地域のように，武蔵台地の平地林の地域は，用水路の開さくは，用水の目的

地以外の土地をも潤し，井戸水，防火，洗濯，風呂水，農作物の洗水など農

民の生活条件の改善にとくに大きく作用したわけで、あるが，水団地帯の農業

用水でも一般に用水路は，その用水機能上から高位置を疎導するため，そし

て水団地帯では自然条件とくに水害などの災害凹避のために農村集落は比較

的比率の高いところに位置するところから，用水路は集落を通ることが多

ししたがって，性格や効果に差こそあれ用水路の開さくには，目的とする

農地以外の，主目的以外の効果が常に併存するものである。わが国の集落を

貫流する農業用水路において濯瓶期以外にも取水・通水しているものが多い

のは，農業用水路のもつ主目的である濯瓶用水の供給以外の機能がみこまれ
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ているからにほかならなL、。

農業用水路に対応する農業排水路でもこのことは同様であって，多くの場

合，農業用排水路が農業のみの排水を条件として設計されることは困難であ

り（承水路などによって地域排水と農業排水とを分離して計画されることも

あるが，これと承水施設は地域の排水を意味することになる〉，農業排水の

導水は一般にその集水地域全般にわたることから，集水量一一排水施設とし

てはその全体を対象として機能化することになる。そして，従来は，これら

の排水は用水として還元利用されることが多し現在でも大半の排水路はそ

の中・下流部においては用水との兼用水路となることから，最近においては

とくに 「量J，「質」についての問題が多く提起されているO とくに大河川の

支派流である中・小河川の下流地帯では閤難性も大きく，洪水時の排水量と

平水および、渇水時の水質の汚濁，汚染にははなはだ苦慮しているO

この傾向としては，昭和20年代には洪水量についてはともかく，河川の水

質については特別な例外を除いては深刻な問題はみられなかったのである

が，その後の工業・工場および住宅の無計画な拡散は，これら河川について

水質を極度に悪化せしめ，農業用水の機能を阻害するに至ったばかりでな

く，用水としての利用を不可能にまで追込んでいるような事例も多く，中・

小河川下流域においては，かつての洪水時の洪水による洪水の量および湛水

時間と渇水時の阜魅の両被害のほかに，水質とくに平水時，渇水時の悪化が

いちじるしく，現在では3種の被害になやまされるに至っている。

本来，農業水利の合理化は，このように人為的にっくり出されたものに対

する手段としてなされるものではなし加害者の明らかなものに対しては当

然に加害者の責任において解決されなければならないものであって，社会の

発展に伴う農業および農業者の改良・改善のためになされなければならない

ことを目途としてなさるべきなのであるが，この社会の水政策，水行政の不

備・不全は，暴力的な水質の悪化，環境の破壊に対してなんらかの対応策も

なく，また農業の内部からも社会的制約の中からこれを許容し，あるいは取

引として利用することもあり，結果としては農業用水の保全上背に腹はかえ

られないことから，かかることが農業水利合理化の 1つの事業発端ともなっ

たのであるO

このような傾向は，大小およびその質にこそ差はあれ，全国の河川流域の
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一般的形態となってあらわれており，とくに都市およびその周辺地域におい

ては急速に水質の悪化がすすみ，さらに河川の改修，土地利用の急激な自然

改造によって，洪水量および渇水量の両ピークを高め，水量的にも水質的に

も，最悪の条件をつくりだしてきたのであるO

2. 他種用水との競合と農業用水の変化

(1) 水量，水質，水利施設と農地および営農上からの問題

水利用においては，農業用水であろうと，産業用水であろうと，都市用水

であろうとを間わず水量，水質がその中心課題となるのであるが，いずれの

場合でも，水利施設の介在によって取水一利水の条件は形成されるO そし

て，その背景にはもちろん水利用の内容があり，利水の内容は常に変化する

ものと考えたほうが，より一般的であるO 利水の内容変化は当然に，取水お

よびその手段としての施設に影響をもつことになる。固定した水利施設に対

して変化する利水内容，ここに水利用上のもっとも複雑にして困難な問題が

ある。

また各利水主体の内在的内容変化のみならず，これら利水聞の相互関係も

その社会の位置づけによって変化することも明らかである。今日においても

っとも複雑にして重要な問題は，じつにこの点にあるのである。そして，農

業用水と他種用水との性格，機能の差もこの点でより普遍化するはずなので

あるが，経済性を中心とする社会においては常に弱敗強勝とい う形をとり ，

より大局的見地に立つな らば，ついに勝者の自己阻害，破滅へと発展するの

である。農業では，高度な資本家的生産の行なわれる諸産業に比べるとその

性格をかなり異にしている。それは，1つに農業ではこれらの諸業に比べる

と天然，自然の条件をそのままの形で，あるいはより自然の条件を保持せし

めなければ，より高い生産をなし得なかったり，維持できなかったりするた

めであり，したがって，自然への依存度がより強いことにある。

ほかの産業が自然への挑戦とその破壊とによって生産を発展せしむるのに

対して，農業では自然のもつ生産条件の改良，同調，保全によってのみ生産

を維持せしめ，発展せしむることができるのであるO このことは，農業では

広い自然立地を，ほとんどそのままの形で改良，利用して生産をなし，また

生産物が動・植物とし、う生物を対象として行なわれていることによるためで
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ある。 ここに水利用においても，土地利用においても農業と他産業との本質

的な差異が認められるのである。他産業は表現をかえるならば自然を収奪す

ることによって，またその収奪の度が大きければ大きいほど，したがって自

然破壊，自然への被害が大きいほど生産性は高いのである。農業でも この思

想は導入されたが，結局は農業および農業者の自己阻害へと発展し，農業で

はこのような方向での成功性はないことが短年月の間に明らかになり ，その

ような方向での発展はみられなかった。

水利用についてのことを例示するならば，近代産業における利水は，J:1J7j( 

を高度に利用していることについては農業と大差ないのが， 利用不能になっ

て排水される廃水は極度に汚濁・汚染し，ほとんど再利用なし得ない恕水で

あるのに対し（したがって，こ の種の思水を排水された河川地域で‘は直接的

に被害をうける〉，農業で利用され，さらに還元J主を高めて利用された排水

は，農業利水のみで・は廃水化しないばかりか，むしろ水質を高め，洪水 ・渇

水のピークを低下せしむるとい う社会的機能をも有しているのであるめ。

このように，水利用という面では同一形態のようにみえるが，その内容に

おいてはまったく性格の異なった点をもっ農業用水について，水量，水質，

水利施設などの問題点を 2'3概述する。

① 水量

農地の開発時における水量の変化についてはすでに述べたところである

が，農業もほかの産業と同様にその部門内において社会的背景に影響されな

がら変化， 進展している。稲作の様式そのものが一般的に人為によっては左

右し得ないと考えられる要素を基礎として形態化されてきたものであるが，

この不変的と思われた要素も徐々に変化してきている。たとえば，暗渠排水

や，揚水による用水化，保温苗代などはその代表的なものである。暗渠排水

は人工的に地表水のコントロールを可能にしたばかりでなく， 地下水の調整

を可能にし，揚水機による用水化は，従来は用水不可能地に河川 水 や 貯 溜

＊，さ らに地下水によ る用水を可能にし，耕地の拡張，水管理の高度化をな

さしめ，水苗代から保温苗代への考案は，ある限度内における田植時の時間

的変化を可能にした。これらのことは，社会的背景 ・諸条件の変化， 要請も

あり ，耕地園場の整備などの条件もあって，農業労働の軽減→農業の兼業化

へと発展し，農業での水管理にもかなりの変動がなされてきた。 とく に都市
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近郊の農村地帯においては，兼業率が高く，兼業農家では工場そのほかへの

勤務の余暇をみて営農に従事する ことになる。したがって，勤務前の早朝

か，帰宅後の夕暮からか，あるいは土 ・日曜日がこれに当てられる。つまり

農民は従来は，四六時中の営農であり，水管理も同様であったわけである

が，兼業農業の進展に伴って営農一一水管理はきわめて短時間に極限される

結果となり，しかも，ほとんどの農家が同ーの形態の営農様式となるため

に，農業用水での利水のピークは，朝・タおよび土 ・自に集中し，非常に高

率化することになったのである。このために全期聞を通じてはあまり変化の

ない用水量でもピークには水不足を生ずるばかりでなく，水源水量がかりに

十分に保持されている場合でも，従来の取水施設，導水施設では通水しきれ

ず，施設改造が提起されている場合も多いし， 一般的にはピーク時の水量の

手当に困窮し， 農民は自己保全上から，個別的に地下水の揚水をなす場合が

多く，佐賀県白石平野などではこのために耕地の全面が沈降し，地域全体の

問題に発展している。

①水質

問和20年代初期までの農業用水は，特別な場合を除いては水量の問題であ

って，水質についてはほとんど考える必要がなかったのであるが，この以降

では急速な経済発展の影響をうけて，水質の問題がにわかに拾頭し， 農業用

水についての重要課題が急激に増加している。新産都市をはじめとする工場

の分散，これに伴う住民の移動による住宅地の無秩序な開発と，経済発展に

よる地域住民の住宅地の拡散と生活様式の変化から来る生活排水一一廃水の

質的 ・量的変化， 増大と産業の大規模化による廃水の量の増大と質の極悪化

および中小工場の無差別の地方進出による無政府的な利水と廃水放流は，農

業での利水を極度に困惑せしめている。利根川左岸の小支川である長井戸川

〈ーノ坪川・山田川の下流〉のーノ坪川などは上流に製紙工場があり，水質が

極度に汚濁されているし，このlnJJI Iは下流長井戸地域では直接的な用水河川

となり，ほとんど全量が農業用水として利用されているところから，用水量

と合わせてまことに不都合な用水源となっている。また一級河川阿武隈川で‘

f:t.，その最上流に位置する白河に三菱製紙工場があり，この汚濁水は本流の

全域にわたって悪影響をおよぼしている。これらの工場では当然に廃水の処

理施設を設置しているわけであるが，汚濁水を処理できる状態にはなし、。ま
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た静岡市はかつては市内のところどころに湧水があり ，この清浄な水が市内

を流れ，市の東南部の水団地帯ではこれが唯一の用水源であった のである

が，都市の拡張と生活排水の量的 ・質的変化からこの河川はそのままの形で

は用水源と しれの機能を失なったため，水団地帯では水団地域内に数多くの

ポンプを設置して地下水を揚水して これを河川｜に放流し，河川水の汚濁を稀

釈して用水と して利用している。これらはいずれも一例に過ぎないが，この

傾向は全国的の傾向となっているO

① 施設

水量および水質の変化は，農業の内部変化とと もに水利施設およびその形

態の変化となってあらわれている。また直接的な個別的な対応と してではな

く，農業用水の水源施設，導水施設および分水施設などは社会的な側面から

も農業部門内の要請からも近代化の方向をとってきているO 草堰や杭堰はコ

ンク リート堰に改良され，土水路であった用水路はコンクリ ート水路からさ

らにパ イプラ インに改造されつつある し，分水堰なども角落し堰から円筒分

水，斜流分水などから自動調節堰による分水へと形態を変化せしめている。

これらの水利施設の改良，改造は大きな意味では，社会の時代的背景によっ

て行なわれてきたわけであるが，営農上からも水源水量の安定，導水上のロ

スの減少，営農者相互間の利水をめぐるトラブルの解消，水路及び施設管理

の省力等々の条件によっても行なわれたものである。そして，多くの場合そ

の個々の目的についてはかなりの効果をはたしていることが多いが（なかに

はこの目的も達成できなかったことも多々あるが〉，農業および社会の地域

の全体的視野にたってみたり ，農業用水の他種用水との基本的な相異である

農業用水のもつ地域的 ・社会的効果とし、う見地に立ってみるならば，これら

の事業が必ずしも当を得た方向で、なかったことが多L、。関東の大用水路であ

る葛西用水路の事例などでも明らかなよ うに，長大な用水路では，土水路を

コンクリート水路に改良したために用水路のもつ自浄作用を喪失せしめた

り，とくに還元利水の多い地域で、は用水路のパイプライン化によって，農業

用水の利用上の特質でもあった用水の還元利用の機能がなくなったりしたこ

となどがあげられる。これらのほかにも用 ・排水兼用地域でのパイプライ ン

化が排水機構をどう処理すべきか，用水路のっくりだしていた農村風景の環

境的意味や，木曾川下流にみられるように，農業用水の用・排分離〔同一水
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路内での分離〉によって生ずる排水部分の， あるいは非濯瀧期にみられる兼

用水路の水質の極度に悪化した状態等々，農業の内 ・外における阻害条件も

少なくなし、。前にも述べたが，農業は広域の自然立地を対象と しての動 ・植

物の生産であり，したがって用水にしろ，排水にしろ地域全般が対象となる

ことが多L、。施設はこの意味において，その地域の広範な自然の環境をふま

えて形成 ・形態化されなければならないものと思われる。

(2) 産業の位置づけによる優先度 ・社会性と水利権

土地などのように固定しており，所有関係の明らかなものとは異なり ，

「水」は常に流動 ・変化しており，その範囲も広範にしかも平面的のみにと

どまらず立体的に及ぶために，その実態の把握は非常に困難である。そして

そのような把握しにくい主体を経常的に，あるいは，主体の変化とは関係な

い利用側からの変化相異に応じて利用するわけであるから，水利用はきわめ

て複雑にして煩雑にならざるを得なし、。

水は，もともと自然物に過ぎなかったので、あるが，前にふれたようにこれ

を利用する段階になると必ず自然の状態を改良した施設が必要になり ，と く

に地表水の渇 ・洪水のコントロ ールをなして利水を保全するようになると，

水利用における経済的投資はかなり高くなり ，水を単なる自然物と してとり

あっかうことができなくなってくる。

利水の側からこれをみると，当然に利水のための投資日，その生産に見合

うものでなければならないことから，その社会における利水側の位置によっ

てきまるものである。そして利水に対する投資は時代を追うごとに高率なも

のになるわけである。河川水利用の場合を考えると，渇水量の限界内で取水

する場合においては，河川水をコントロールするよ うな水源施設は不必要で‘

あって，取水 ・導水の施設があればことたりるのである（河川の維持，洪水

対策などは別として〉が，渇水量を割って利水するよ うなことになると，洪

水量，豊水量の一部をコントロールして，渇水量を補強するような水源施設

が必要になってくるし，地下水利用の場合でも，地下水利用による地域的影

響は除外しでも深度をより深めて取水する方向に発展するのしたがって，同

一水系における利水投資は時代的序列によって差が生ずるのが一般的な方向

性である。
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また一面においては，社会の変化によって産業の位置づけにも変化がある

ところから，その社会で中心的位置にある産業が利水においても優先的位置

を占めることになってくるO

以上のことは水利用および水利開発の一般的方向であるが，元来水が自然

物であって，地域に密着しており，しかも農業での利水が歴史的な位置をし

めていること，そこにおける利水は長期間にわたる過程を経て地域の自然 ・

人文に，主目的である農業上における効果以外に有機的な，計数化し得ない

諸々の効果を発生してきた事実などから，上記の一般的方向がそのままの形

で進められるものではないし，もし原則的なこの社会での方向性（経済効果

のみを対象とした〉をとるようなことになる と，主目的としての農業利水に

ついては解決されるとしても，従前の自然 ・社会の条件を保持するためには

従来農業用水のもっていた側部的 ・社会的効果に対する部分についての維持

がなされなければならないことになり，農業利水以上の煩雑さが解明されな

ければならないばかりか，これに対する保証がなされなければならないこと

になるのである。

資本家的生産社会は，利潤の追求を第一義とするところから，水利用にお

いても経済合理性が強く要求されるのであるが，農業における水利用につい

ては，上述の理由から一面的なこのよ うな考えで貫徹されることは誤りであ

る。古い時代に開さくされた農業用水は，現在の時点で考えてみると安価に

して安定した用水であって，農業以外の諸産業，都市用水の着目を時代を追

うごとに高めてきたのであり，農業用水の利用の内容についてまでも，部外

の利水側からの指摘が強くなってきている。また農業部門内においても，余

剰水が多い時期や，年によっても利水量に差があるところから，一部におい

ては工業用水や，上水側と特別なとりきめによって農業用水の一部転用を実

質的に行なっている場合などもあるため，農業用水全般について，農業での

利用形態が問題視されてきているO しかし農業用水は，そのような形で論議

されることは誤であり，地域的条件をふまえての問題提起でなければならな

いはずなのであるO これらについては，過去の農業用水の発展過程，現在の

営農変化と利水の関係および圃場基盤と利水の実態，さらには地域の自然環

境の現況などを考えるならば明らかなように，特定の地域を除いては問題外

の場合が多L、。しかし， われわれはここで合わせて考えておかなければなら
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ない重要なことがある。すなわち，農業用水の維持 ・管理の利用者である農

民が，と、れほど農業用水の農外効果を考えているか， また一般のその地域社

会の人たちが，農業用本の地域社会に及ぼす効用を， どれほど自覚している

かということを。

3. 農業の近代化と農業用水の分解

前節で述べたように，農業用水は長い歴史的過程のなかで，農業生産一一

作物や家畜の生産のためのみ一一ーを行なうためのものを主目的とし，農業者

の生活一般に有効に作用するものおよび地域の全住民，地域の自然環境に作

用するものとい うような話機能が付加して発展してきたのであるが，近代社

会は分業 ・分科の方向をと ヮてすすめられてきたことにより，農業を産業と

してみた場合，これに必要な用水の限界を明らかにしようとしづ形が，1つ

には産業用水の側から，1つには意識的にではないにしても農業用水の中か

ら求められてきたように思われるO 前者は窮乏化をすすめる産業用水側の恋

意的な見地からであり，後者は農業の分化， 発展と農民の生研の変化からも

たされたものである。

農業は， 地域の自然立地と分離し作ない宿命をもって発展してきたもので

あるが，より人為的傾向が強くなると稲作において も必ずしも従来からの逃

水農法のみが最良の方法ではなく ，自然条件に対する用水のコントロールが

むしろ稲作経営上有利であることが一般的に認識される ようになる。 しか

し，用水の適切な経営的コント ロールは lつには経営上からの理由により，

より大きな意味においては永続的な用水量の保全の社会的関係から行なわれ

得ないことがほとんどである。

地域の自然に，より大きな影響をうけて成立し，発展してきた稲作農業は，

このような過程を経て，やはり 自然との密着を保っているのであるが，社会

的には農業の近代化は，ほかの近代的諸産業と同様に分科的方向をとること

になり，とりわけ水利用については，従来からの総括された形の農業用水

は，直接農業生産のためのかんがし、用水，家畜の飲 ・雑用水と，農業上の収

穫物の洗糠，薬剤散布，施肥などのための用水，農民の生活用水などに分け

て考えられる ようになり ，地域の環境の保全，地下水の滴養，洪水調節など

に農業用水およびその施設がはたしていた社会的な効用についての機能は農
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業用水から分離されて考えられ，行政機構もそのような方向性をとるように

なってきている。しかし現在までのところ，農業用水のもっていた社会的効

果・効用に対しての施策はまったく除外され，これについての検討は実質的

に行なわれていないところから，地域社会の自然的保全は悪化の一途をたど

り，これが逆に農業に悪影響を及ぼすようになってきている。このことにつ

いての端的な具現は，用水系統内における水利用にみられる。農業用水の水

源は河川に依存するものが多いのであるが，河川の管理責任者である国およ

び地方公共団体は，管理責任をおこたり，取水については従来から上・下流

の水利用者の調整，同意、が必要であったところからかなりの規制をなしてい

るが（これとて自己の責任においてのみの管理ではない〉，放水一一排水（河

川への〉について，またその水質，水量についてはほとんど管理上の責務を

はたしていなし、。したがって，河川水は一般に水質を悪化せしめ，ゴミ，浮

瀞物が増大し，農業用水源としての機能を保持できなくなりつつある場合が

多L、。また，用・排水兼用あるいは用水施設の一部に自然河川が含まれてい

るような場合には，行政，管理上からも問題は多く，結果として農業側での

被害となって現われる。

河川や，農業用・排水兼用水路を農業用;j（として利用する場合の水質・水

量上からの悪条件は，もちろん必ずしも農業者以外のものによってのみなさ

れるわけで、はなく，このなかには農業者も含まれているのである。しかし，

農業および農業者に対しての社会的位置づけは，利潤の追求を中心としてみ

た場合には他産業とはかなり変わっているし，農業がかなり悪条件下におか

れている。このことは農業施設に対しての農民の考えに大きな影響を与えて

おり，十分な維持・管理を阻害する結果となって現われる。近年とくに用水

路や排水路の維持・管理について，旧慣に基づく入念な事業を行なっている

地域は少なくなってきている。この反面において，施設の近代化がめだち，

用・排水路の改良・改修，取水施設の改良はもとより，用・排水体系をも改

めている場合も多く，農地の転用と合せて，部分的に地域の自然条件を変革

せしめてレることも多L、。

このような方向は，単に農業側からの問題として提起され，事業化されて

いるというよりは，むしろ社会的な要請としてなされていると考えたほうが

よいのであって，この背景には，農業労働の軽減，労働生産性の増加，農地
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および農業用水の他産業への転用促進などが社会的な見地からの方向性とし

て作用している ものと思われるつ

このように，農業の近代化，出来‘の進転は，農業別水の性格を改め，農業

用水の機能を分解はしたものの，なお実態において総括されて発展してきた

農業用水の新たなる方向づけまで位置づけすることはできず，したがって，

農業用水の現状はきわめてあいまいな形で，従来からはたしているいっさい

の機能をふまえたものでもなく，単的なかんがし、用水としての機能でもなく，

とりあっかわれている。見方によっては，農業上からも，社会的立場からも

もっとも危険な位置におかれていることになるのである。

4. 農業用水の近代化・合理化と農業用水のもつ効果の再認識

農業用水の近代化 ・合理化の手法は，農業用水の分化と単純化が少なくと

も農業部門内からの前提となって行なわれているものである。しかし，農業

用水のむずかしさは 1つには，農業が地域の自然と有機的に結びついてい

て，自然との分離がなされにくいこと， 1つには，長い農業および農業での

水利用の歴史が，地j或の自然条件に対して複雑に相互関係を有するに至って

いることおよび地域の人文，社会にも歴史的発展の過程を通じて，ある場合

には直接に，ある場合には間接にまた自然を通じて関係し合っていることに

ある。

低湿地帯の開発は，排水条件を整備することによって農地としての基盤を

つくりあげてきたわけで、あるが，やがて用水の条件をみたさなければならな

いことになり ，乾燥地帯での水聞の造成は，用水の開さくから行なわれるわ

けであるが，このようなことは，長期にわたる用水 ・排水の経過を経て地域

の自然環境と人文社会の条件に影響をもつことになる。多くの場合，農業で

の水利用は，用水と排水，施設としては用水施設と排水施設との上に成立す

るものである。用水施設の場合は，比較的農業そのものに比重がおかれてい

るために排水施設にくらべると問題は直接的でないが，排水施設は農業専用

の排水施設でも必然的に地域の排水を伴うことが一般であるところから，農

業上の機能のみをも って排水施設を考える ことは地域全般に直接的な問題と

なって現われることが多L、。しかし，地域が農業排水施設をそのような形で

評｛日Iiしていることも少なし、。しかも，わが国の農業用水は排水を 1つの水源
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と考えている場合が多く，排水即用水となるのであって，排水路を中心とす

る排水施設は，廃水施設ではないのであるO 人為的な過度の開発は，用水一

排水のこのバランスを失なわしめ，一方における河川・ 排水路などの改修 ・

改良，とくに用 ・排水路の近代化などによってすすめられてきた三面張コン

クリー ト水路は，河川の自浄作用を極度に阻害している。地域の無秩序な過

度の開発による工業 ・生活などの排水一廃水の流入による排水路の廃水路化

は，この自然のもつ河川の自浄作用などによって水質を保持することはでき

るものではないが，用 ・排水路のもつ社会的機能がこのよ うなところにも伺

うことがで、きるO

本来，農業用水の近代化，合理化ということは，農業部門内からの発想で

なければならないはずなのであるが，わが国では技術的にも制度的にも社会

的背景にかなりの影響をうけて事業化されてきている。そしてさらに困った

ことには，このような場合に農業用水とその地域社会の結合をほとんど考慮

に入れないで制度化され， :tJ1：業化される場合が多いことである。農業用水

は，長い歴史の過程を経て，地域の人文社会の基礎条件すら変えるほどの地

域的影響をもっていることが多々あるのであるO 現在行なわれつつある農業

水利合理化の方向は，農業側からは，農業用水の水質 ・水量の農業的確保と

いう意味はあるが（このこと自体がまことに不可思議なことであり，農業用

水路の維持 ・管理も農業側ではなし得なかったことを示している。また見方

によっては農業の本質をさらけ出しているとも考えられる〉，より広い視野

でこれをみるならば，多くの地域での合理化事業は，農業用水の転用を直接

の目的として計画され， 事業化されているのであって，しかも農業用水の量

的転用の問題が主であり，まことに我田引水的，利己的であって，従来農業

用水のもっていた地域的の効果についての考慮は無視されていることであ

る。

農業用水の地域効果，農業外効果については，このことを直接計数化する

ことが困難であるところから，また長年月にわたる積み重ねによる効果も多

いことから，これまであまり重視されなかったし，これらについての直接的

な調査 ・研究もなかった。また，農業用水の一部転用が地域の社会および経

済上の理由によって仕組まれたものであるが，このことが逆に．地域の環境

上および農業はもちろん，農業以外に及ぼす「負」の効果を内在せしめてい
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るのであるが，これについても，これらの現象が諸々の理由によ って直接指

摘しにくいこともあって，深い考察がなされていない現状にある。そして，

前述のように一面においては，農業側からは営農上の自衛手段としての名目

で，また実質的なねらいとしては，社会的な要求〈おもに上 ・工水源とし

て〉と してこの政策が積極的にすすめられているのであるが，この結果は，

ここ10年ほどの各地の河川水，用 ・排水源などの水量， 水質の変化をみれば

明らかであるし，都市近郊の小洪水の多発，地盤沈下， 流域の荒廃によって

も明示されているところである。

したがって， 一方的な農業用水の転用では政策上ではその目的を達して

も，実質的な効果を失なう結果となって現われるので，このようなことをむ

しろ中心にした計画が，社会の総合的見地から考えられて事業化されなけれ

ばならないものと思われる。

【注】

1) 農業水利権がその内容において，時期的にも，利用水量においても，したがっ

て取水量においても不明確であり取水過多であるという社会的批判がある。農業

利水の近代化の方向は，これを是正すベく研究の分野でも，制度 ・事業の分野で

も検討をすすめてきたのであるが，農業での利水は，複雑な利水の条件が重畳的

に作用するために，ほかの利水にみられるように生産物中心では計上 ・決定し得

ないのである。すなわち，直接各作自の必要水量のみをもって用水の必要水量と

することは無意味に近いのである。とくに潜水農法ではそ うである。 水稲 1本 1

本の必要水量を測定 ・集計して当該地域の用水量とすることはなんらの意味をも

もたないのである。ここでは，水利権水量を直接論ずるものではないが，第 1図

にも示したようにこれに加えて開墾の時代，方式なども作用するものであり，不

明確であるという指摘はそのとおりであるが，必ずしも取水量一利用量が過多で

あるということはない。

2）近代的諸工業でも用水事情が困難になってきた現在では，用水の 2次 ・3次の

利用がなされている。とくに冷却用水として地下水や地表水が利用されている場

合の還元利用率は高度である。

3) たとえば，水銀系の殺虫剤などが防虫効果を高め，直接生産の向上に結びっく

ことは，従来農作物の収穫中これらの被害が 1割以上にも及んでいたことから明

らかであるが，これらの薬剤を利用することによって，生産物中に含まれる水銀

が食糧を通して人体に及ほ．す悪影響から，短年月のうちにこれらの薬剤は使用が
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禁止されるなどがこの好事例である。もっとも，この種の殺虫剤（化学肥料，農

業機具・機械なども性質は異なるが同様の内容をもっている）も，薬剤の研究機

関，製薬業者などの研究および営業上に基づくものであって， 直接農民の側カミら

の要求ではなかった。

（東京農業大学教授，農博）
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