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開発コスト上昇期の河川水利分析

一一特に農業水利と の関連において一一

志 村 博 康

1. 開発コスト上昇期の訪れ

(1) 水資源開発の動向概観

わが国の総降雨量は年間約 6,700億に そのうち河川に流出する総流量は

年間約 5,200億 tと見積られている（『建設省広域利水調査第二次報告書』）ll

が，このうち利用可能な量はどれくらいかについては様々の見方があるの向

上報告書は，国土の約8割を包含する約330水系を調査した結果としてL350 

億 tという数字を出しているのただし開発コスト 80円It程度を開発限度の

目安とした場合であるn これらの数字については，いろいろ論議のあるとこ

ろであろう が，利用可能量を開発コストとの関係においてとらえた見方は貴

重なもののように思われるn

向上報告書は，河Jl Ivこ対する水需要を第 l表のごとく想定して，水資源開

発計画を立てているが，その開発コストは第2表のごとくなっているn

水需要量の予測は，経済計画の立て方，用水原単位，同収率，海水利用率

および地下水利用率などのとり方いかんによりいかようにも変わるから，そ

の数字そのものを固定的にみる必要はまったくないが，昭和45～60年の15年

間に現況需要量と同程度に近い量を開発し，その後に残るのは，現況需要量

以下しかないという将来予測は深刻であるn ただしこれで水資源がなくなる
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全 国
生 活 用 水

工業用水

農業用水

第 1表 河川に対する水需要

昭和 45年 ｜ 
（現在） ｜

臼 9億 t/o'f-1 

98.3 

403.。

昭和45～60年間の
水需要増（予測）

12月8億t／年

222.2 

52. 6 

401. 6 

生活用水 I 19.8 34.8 

工業用 水 I 12. 3 28. i 

農業用水 I 23. 9 ー o.1 

,. i 56. 0 62. 8 

計 565.2 

南関東

第 2表 コスト別開発量

コスト （ 施設数 i 開発量

全 国 1 5円It以下 : M 個 1 282.別 t（年

5～20円It I 275 ; 169. 15 

20円It以上 : 93 ! 13. 11 

関東南部水
系＊

計

5円It以下

5～20円It 

20円It以上

584 464.98 

ヮ
“

p
o
q
o

句

aA

唱’
ム

16. 16 

32.65 

3.67 

計 I 31 1 臼 48

（注） ＊利根川，荒川，相模川，酒匂川，養老川，小横川，小糸川。

と考えるのは誤解であ り，上記数字を前提 とした：場合で、も， コスト 80円It 

以下で開発できる水はないというこ とであるの向上第二次報告書は反覆水を

考慮していないし，高度経済成長の抑制が叫ばれている今日でもあるから，

これほどにはならなし、かもしれないの

だが，これからは開発コストが水需要の伸びに対応して急上昇することは

見逃すべきではなし、 ーとの昭和60年予測を満たす水資源の開発のためには，

全国的にコスト 5円It 以下の開発量ーではまったく充足せず，南関東では，

5～20円Itが主要部分を占めるの
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第 1図 開発コスト曲線
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利根川水系については，さらに第 l図が向上報告書で公けにされているn

向上報告書は影響を思んばかつて，調査結果の詳細を公けにしていないの

で正確なところは不明であるが，開発コスト曲線は，水需要量のよ うに汁画

によっていかようにも変わるものではないの

ある河川の渇水上首強のために必要な利水容量i・i，その河 川 の水文的特性

〔計画基準年の流量分布〉で定まり，その利水容量を入れるポケッ トは，そ

の河川の自然的 ・人文的特性で概定され，そのポケットをつくる建設費は概

算し得るものであるからであるn 単位の流量を開発するのにしだいにコ スト

がかかるようになるということは，一般論としても証明できることであるn

なお第二次報告書の開発コスト曲線は，第 ー次報告書2）のグラフと比較す

ると，曲線の位置がやや右にシフトしている口 この理由は第二次報告書には

まったく述べられていないが，著者の判断では，計画基準年を変えたか，あ

るいは計画基準年の流量データなどを若干修正したからであろうの水計画に

よって様々に変えられることを意味するものでは，決してないよ うに忠われ

るわ

利根川水系では，現在コスト 10円／t前後の開発が進行しているとみてよ

いのそれはコスト微増期から上昇期への遷移期に当たるn 水資源、逼迫河川で

は，今やコスト上昇期が訪れんとしているのであるの

(2〕 河川水利分析の新たな視角

開発コストの上昇は，新規水資源開発と旧水利との間に開発コストのギャ

ップをってりだすのこれが河川水利にどのような影響を及ぼすかは，本論文
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の課題とするところであるが，河川水利を動かす重要な要素の一つになるよ

うに思われるr

同一河川を利用するにもかかわらず，新規水利と旧水利の水利費にはギャ

ッブが生じ，河川水を大量に使用して生産を行なう農業などの場合には，個

別的費用価格と市場価格の問に主席離が生ずるn 水を生活に用いる都市では，

流域内での水価のギ ャップは社会的問題のーっとなるであろうの

公水規制下にあるとはし、L、ながら新規水需要者はこれまでのようにダム

などによる水資源の新規開発にだけに向かうと は限らす＼コストの安い旧水

利 からの譲水を望むようになるであろうの旧水利 も譲水条件が満足いくもの

であればそれに応ずるであろうの このような流れは開発コス ト上昇期には経

済的必然といわざるを得なしい 一口にいって市場メカ ニズムの成長であるの

このような開発コスト のギャップ， それに基づく水市 場化の動きの形成

は，これまで，あまり分析されてこなかったのその理由は様々のものが考え

られるが，大きな背景としては，これまでの時期の段階ではあまり分析する

必要がなかったということがあげられるように思われるn

これまでの時期を， 開発コストを指標にして特徴づけるならば，

開発コスト Oの時期ぐ河川自流の利用時代〉

開発コスト徴増期 （ダムによ る水資源開発の開始から近年までのl時代〉

とすることができるn

開発コスト Oの時代について，河川水利の経済的分析は，いうまでもなく

不要であるのいわゆる慣行水利権はだいたいこの時代に形成されたものであ

るのこの時代には，水利用の制度的 ・共同体的規制論で十分であったのであ

るの

開発コスト微増期になると，新規水利と古い慣行水利権との間に原水コス

ト形成というギャ ップが生ずるが，まだ大きいものではなかったし，微増と

いう表現に象徴される ごと く，開発コストはあま り変わるものではなかっ

たn そこでコストギャ ップが水利用に新たな動きを生みだすほどの力はな

く，新規水需要はほとんど新規水資源開発に向か うというだけで十分であっ

たの もっとも，小さな水需要の場合には，あま り公けでない形で旧水利から

のi淡水が行なわれたことはい うまでもないn

ここて‘は，河川水利の市場的流動問題などよりも，新規の水利開発を行な
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うために旧水利との調整をいかにするかということ，あるいは，公水規制下

で水利制度をし、かに改善整備するかということなどがむしろ重要問題であっ

たのであるn

すなわち，これまでの時代には，水市場論のような経済的な論議よ りも，

制度論あるいは政治学的 ・技術的性格をもっ調整論のほうが必要であった

し，またそれで、十分であったといえるのであるの

もっとも，これまでの河川水利分析に経済的検討がまったくなかったとい

うのではなし、貴重な研究はいくつかあるの

新沢嘉芽統博士は，水田地代の形成機構を理論的に分析され，開発コスト

の差が地代形成に入りこむことを明らかにされた3）。原水が市場メカニズム

により流動することなく，公水規制が徹底している場合において，開発コス

トの差がどこに現われるかを初めて体系的に明らかにされた功績は大きし、

博士は，水が土地と合体している当時の水利段階として，水利開発を広義

の土地開発範噂に入れ，地代の形成問題として分析されたのしたがって，開

発コストの差はことごとく水団地代に組み込まれたη 完全公水規制下で：ま，

それでよいのであるn しかし，そのため河川水利の市場論については説かれ

なかったn

これからの時代では，河川水の市場的流動が注目されるし，土地から分離

した水利を問題とする必要があるであろう n そして，水市場の独自な姿をwr
明することが要請されるであろうの

佐藤武夫博士は，水の経済学を打ち立てることをめざされてp 水の配分機

構を詳細に調査検討され，摘出された代 しかし，公水規制下での開発コス

ト微増期という時代的制約を受けて，公水規制下での配分機構の実態分析に

終始し，水市場への理論的考察には進まれなかったの

華山謙博士は，多目的ダムの形成とともに水の商品化が進んだことに注目

されつつ，資本（企業〉の行動としてダムが建設される場合を理論的に考察

され，新規水資源開発に伴う原水市場価格の変化を究明された5)（） しかし博

士の研究はそこで、止ま り，河川水利市場の全面的考察はまだされていないの

安井正巳博土は，早くから，水利研究が制度論，調整技術論に止ま らず，

経済学的分析を行なうべきこ とを強調され，公水規制の中でも水価格政策の

導入が必要なことを説かれたのそして，水の価格弾力性を理論的に細かく検
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討されたへだが水市場全体の研究に向かわれる前に，急逝されたの

以上にみるごとく開発コストの差への注目，資本の企業的行動としての水

資源開発，水の価格弾力性など河川水利市場論の前提となるべきことが取 り

上げられてきたが，これまでの段階では，公水規制下にあること，開発コス

ト微増期であったことなどが反映して水市場メカニズム全体を描くところま

でには至らなかったのである。

開発コス ト上昇期は， もはや， 水の市場的流動化を小さい動きに止めてお

くことはないであろうの新旧開発コストのギャ ップの拡大という新しい視角

を導入して，河川水利市場の全体像を解明するこ とが今日必要になっている

ように思われるの

開発コスト上昇期の訪れは，しかしわが国のすべての流域で一様に生ずる

ものでは決してなし特に大都市をもっ流域で始まるものであるの興味ある

ことは， 世界の先進諸国においても，まだ起きていないようであるn 建設省

関東地建の中沢＝：＼＇.；仁河 川部長によれば， アメリカの新規水資源開発コス トは

昭和36年で0.2円ft, 昭和55年で1円／tc推計〉ぐらいである7)（） 明らかに開

発コスト微増期がまだしばらく続くようであるの自然的条件に基づく貯水効

率の違いの結果であるわしかしアメリカにおいても，水需要の噌大とともに，

いずれ開発コスト上昇期を迎えるであろうのわが国，大都市をもっ流域は新

しい事態に立ち向か っているわけであるの

2. 河川水利における市場メカニズムの成長と農業水利の変化

水利用は，特別の場合を除いて，ほぼ流域内で構成されるのしたがって，

以下の論議も，一流域内を対象にして，必要な限りで他流域との関連をみ

るの特に断わらない場合には， 一流域内でのものと理解されたし、。

(1) 公水規制下の傾向

河川水利は今日，公水として規制され，河川水や水利権の売買は許されず，

水利団体〔用水供給事業体〉も原則として利潤の形成を認められていなし、の

しかしその下でも生ずるであろう 必然的な動きを， 一般的に述べてみようの

1) 長業水利のみの水利用の場合

単純な形として，ある河川の水利用が農業用水だけで・fiなわれている場合
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と想定しようの

①新規開発原水コスト

その時の米価に対して，可能なところまで開発が行なわれるの標準的な

農業が許容する原水コストはし、くらか，定説はないが，私見では 1円／t程

度であるように思われるn 農業水利率業賦課金を含む水利費負担は，現在

10 a当り年間約4,000円前後である（今日，インフレのため，現在という

価格は定かでなし、。そこで昭和45年ころの価格を基準にして用いることに

するの以下も同様〉。水田では10a当り平均約2,000tの水を使用する故，

水利費単価は約2円／tのそれを，ダム建設費たる原水コストと頭首工およ

びそれ以下の用水施設のコストに大別 すると，地域によりかなり異なる

が，大雑把な概算としては半々とみることができるからであるの

現行ダム建設には，補助金が出る故，事業費の 8割が補助されるとする

と，原水コストは5円／tまで可能となるn 利根川など水資源逼迫河川の開

発コスト は，すでに標準的農業の開発可能コス トを越えているn

②差額原水コストの形成

原水開発コストの上昇は，新規開発地区と旧開発地区の聞に差額原水コ

ストをつくり出す。米価市場を経て，この差額原水コストは旧開発地区の

農業に超過利潤を もたらすn 河川自流だけの時代に水利権を設定したし、わ

ゆる“慣行水利権”で、は原水コストは Oなる故，新規開発コストイ コール

差額原水コストであり，そのま ま超過利潤 となるの

③ 事実上の売水の進行

新規開発原水コストが上昇する時，新規利水希望者はダム建設ばか りで

なく， 旧農業水利からの受水も考慮に入れるようになるの旧農業水利は，

比較的潤沢に水を確保している故，条件により授水を行なうのその条件

は，原水授受の場合，新規開発原水コストまたはそれに近い値での実質的

売買である（頭首工から授受地点まで十分に距離がある場合には，授水の

条件は以上に加えて，その聞の送水コストが入る〉。

差額原水コストがし、ちじるしく大きくなれば，旧農業水利は追加投資を

行なって旧水利施設を合理化し，余裕水を生み出して，売水すること も可

能になるの

譲水の形態としては，公水規制の下では，水源での譲水は公認されない
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ので，末端または水路中間で、の談水が支配的となるの

事実上の売水の進行は，水利団体に利潤を形成させ，しだいに売水業務

への関心を強め，売水事業への資本蓄積を進めるよ うになるp コスト主義

の水利団体はしだし、に水利企業体的性格を帯びるようになるc

④ 水利権一杯の取水

農業用水は一般に水利権一杯を必ずしも取水しなし、n 渇水時には， した

くともできないのが現行河川流況であるn しかし水利権が単なる確保流量

ではなく，経済財として観念される場合には， 事実上の売水と併行して水

利権一杯の取水がしだいに望まれるようになるのこれは河川管理者の責任

に属する不特定利水容量の増大をひき起こすの

反覆利用の多い河川で，上流側水利権者が，排水地点を変えるような地

区に授水を行なう場合には，下流側の水利権者の中に，水利権一杯の取水

が常時でもむずかしくなるような事態が生じ得るのその場合にも．複雑な

水利権論議は別として，不特定利水容量の増大は不可避となるの

一方，河川管理者は，不特定利水容量の橋大を抑えるために，甘い水利

権認定から厳重規制 （期別用水量規制，年内総取水量規制など〉へと変わ

るのしかしこれは，公的規制を将来緩和または廃止するためには不可欠の

前提であるの

2) 都市用水が加わる場合

農業用水のみの水利用では，しかし，以上の動きは激しいものにはならな

いn 先述のごとく，現在の標準的農業で開発可能なコスト はあまり大きいも

のにはなり得す＼差額原水コストの上限はそれで制約されるからであるの

だが，都市用水の登場は事態を一変させるn 都市用水は農業よりはるかに

大きい開発コストを負担し得るから，その河川の新規開発コス トは農業の許

容限度をはるかに越えて上昇するの私見では，都市用水は現在，20円／tくら

いまで可能であるように思われるn

農業が米の販売を通じて得る水についての超過利潤は，しかし依然とし

て，米価に見合った開発コストマイナス自己の原水コストでしかなL、n 米価

は他流域も含めた新規開発農業地区で規定され，都市用水の水資源開発は無

関係であるからであるη

だが，農業が7j（を売る場合には，単位流量につき，都市用水新規開発コス
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トマイナス自己の開発コストを超過利潤として取得するようになるの売水の

対象は都市用水となり，その売買価格は都市用水の新規開発コストでほぼ規

定されるからである。

すなわち，米価市場を通ずる差額原水コストは従来と変わりないが，原水

市場を通ずる差額原水コストはし、ちじるしく駒大するn したがって，売水へ

の関心は一段と強化されざるを得なし、。

農業のみの水利用流域で、は，自 らの生産に必要な水までも売りに出すこと

はできないから，水利権の余裕水または追加投資により生ずる余裕水のみが

売水の範囲であるが，都市の登場とともに，水田の都市用地化により生ずる

農業用水余剰水および都市近郊農業として畑作の有利性が成立するため，水

田の畑化によって生ずる農業用水余剰水などが新たに売水の範囲に加わるの

開発コスト上昇に伴う差額原水コストの橋大は，余剰水を放出させ得る技

術的整備（旧用水施設の合理化への追加投資〉を十分に可能とさせるよラに

なるの

水の授受は転用となり，その形態は，公水規制の下にある限り，表だって

はなされない故，水源転用は期待されず，幹線末端転用，幹線中間転用が支

配的となるのこのような転用形態は，農村の混住化 （工場 ・空地の進出〉 に

よる農業用水路の汚濁化に不向きである故，農業用水路の地下埋設，幹線パ

イプライン化をも導き出すの農業としては異常に思われるこのような追加投

資がなぜ可能なのかは，単に補助金行政だけにあるのではなし都市用水登

場による差額原水コス トのいちじる しい増大に秘密があるのであるの

ついでながら，農業水利問題研究会は転用の経済的基礎として，共用とな

るべき水利施設（都市用水に分水する地点までの送水施設〉の費用を都市用

水側が分担することを提案している（流量割合等で費用分担）W 。 この案の

理論上の盲点は，差額原水コストが考察されていないことであるの転用価格

は，先述のごとく原水については新規開発コストで規定されるから，差額原

水コストプラス都市用水分水点までの送水コスト（共有施設の分担分〉とす

るのが妥当であろう九

キこのことは同研究会が公水規制下での現実的な転用方式として， 上述の政策的提

言をした意義を否定するものではない。
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さて，以上の事態は，しかし公水規制が厳格である限りやはり制約される

が，状況の進展は，水資源の有効利用に通ずる故，公水規制はしだいに緩和

されざるを得なL、。転用は緩和の中でいっそう拍車をかけるのだが河川管理

者は， 前述のごと く，水利権一杯の水使用による不特定利水容量増大を懸念

して，水利権の厳重規制を進めざるを得なL、n これは完全なる矛盾であるn

過渡期の河川行政が担う一つの宿命であるのこうしてしだL、に原水市場の形

成に近づく っ

(2) 原水市場の形成

完全なる水市場の形成は，河川での原水市場化とともに，水利団体による

給水過程での市場化も入るのだが後者は水利団体の再編 （水利資本と水使用

者への分解〉なくしては起こり得ないの前者については，公水規制の変更に

より起こり得るn もっとも，前述のように，水利権の限定と不特定利水容量

による水利権流量の公的保障が前提となるn 以下にまず原水市場が形成され

た場合を想定して分析を試みよう n

1) 水利権

いうまでもなく水利権は必要であるの流動する水を私財として公的に限定

し，かつ保護するためにはその制度が不可欠であるわ

ただし水利権およびその範囲での河川水の売買は，他の水利権に悪影響を

与えない限り許されるし，同様に新規水利権も他の既存水利権に悪影響を及

ぼさない限り認められるの水利団体の利潤も許容されるn 河川管理者はその

ような私財的水利権を，河川の防災や環境保全の立場からみて不適当でない

限り，認めるというものであるn

2) 原水市場価格の形成

新規原水開発コストにより規定される〈厳密にはタイ ムラグがあるが，こ

こではその聞の議論は省く）5l。そのため，農業用水 ・都市用水の聞での原水

価格の差はなくなるn 多目的ダムのアロケーションは原水使用流量により機

械的に定まるn 開発コス トが農業に見合った開発コストを越える場合にはそ

の流域での新規農業開発は不可能となる（ただし公共的負担が強化されれば

可能λ
3) 差額原水コストの形成
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新規水利と 旧水利の聞には格差が生じ，前述のごとく，米価市場を通じ，

さらに原水市場を通じて超過利潤が形成されるの

4) 売水，節水の進行

売水の自由化は，余剰水の市場への放出をひき起こし節水がし、ちじるし

く進行するのその過程で，新規開発コストの上昇もおさえられる場合も考え

られるn ただし渇水時のような限界的な河川水利状況の下ではほとんど期待

できないが，不特定利水容量により水利権流量が安定的に確保される場合に

は， 価格弾力性があると考えられる6）からであるの

売水は，料金と期聞を定めた契約に基づくものが基本的形態となるであろ

うが，契約期間の更新に際して，その時点での原水市場価絡が取り入れられ

ることになるの

5〕 水利団体の変化

新規利水希望者は，先述のごと し新規開発に向かうだけでなく， 旧農業ー

水利権の売水にも期待するの

農業水利団体は，新規水利希望者に対しては料金制を敷くのその売水価格

は，原水市場価格プラス頭首工およびそれ以下の用水施設費用価格で、あ り，

原水市場価格の上昇とともにあげられるようになるの水利団体は差額原水コ

ストを新規水利者への売水を通じて超過利潤化し得るわ

これが全水使用者に及べば完全な水市場の形成となるが，水利団体には旧

来からの組合員がし、る。彼らには，自己の原水コストプラス用水施設費用価

格以上を負担させることはできなL、n

農業における借地経営の進行が各地でみられるが，借地農業経営者に対し

ては新規水利者扱いの料金制が採られると考えられるn 他方，農業経営をゆ

Tごねた土地所有者は，法的規制がない限り，水利団体の組合員と して止まる

であろうの水利団体に超過利潤として入る差額原水コストの配分を受ける既

得権をもつからであるのそこで、借地農業の展開，新規水利者の増大とともに

水利団体は一方には料金制に基づく水使用者，他方には差額原水コスト取得

権者を析出するn 水利権者が自ら用水供給事業を行ない，水利資本化してい

く場合には，水利権者の組合組織が水利企業体となるn 彼らには差額原水コ

スト プラス用水供給事業を通じての平均利潤が実現されるn 水利権者が用水

供給事業を独立の水利資木にゆだねる場合には，水利権者は差額原水コスト
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のみを取得する集団となり，水利資本には用水供給事業を通じての平均利潤

が実現される（なおここでは，頭首工およびそれ以下の用水システムの内部

での用水価格問題については立ち入らなし、 本論文は河川水利に主限を置

く〉。

さて，上のような水使用者に農業者がなるためには，現在の農業生産力レ

ベlレよりもはるかに高い農業生産力を生みだすことが必要となるの都市用水

が許容する原水コストプラス用水施設費用価格を負但しなければならないか

らである。このような農業生産力を開発し得た農業経常が新しい水使用者に

なり，それ以外の農業者は差額原水コスト取得者に変わるか，または都市勤

労者となるn

新しい農業生産力は，これまでと同じような水使用量では実現困難であ

るの例をあげよう。現在の水使用量では，原水コストが 10円／tc現行利根川

水系〉の場合， 10a当りの年間負担額は2万円 （補助金および用水施設費用

価格を無視して〉となり ，現行借地水田経営の実際の地代に匹敵するのすな

わち，原水コストが10円／t以上になれば，水利費負担は現行地代よりも大き

い部分を占めるn したがって，新しい農業生産力には，機械力による労働生

産性の向上などとともに，節水栽培技術が要求されるn これが十分に行なわ

れないまま原水市場ができる場合には， 補助金が強化されるか，米価の上昇

が不可欠となるの

もゥとも，上のような農業者の分解が，原水市場の形成により不可避的に

生ずるとは必ずしもいえなL、農業者の分解は，単に原水市場だけによって

起こるものではなし農業経済全般の情勢によって起こるとみるべきである

からであるの

最近，農業経済学分野で梶井功，伊藤喜雄両博士の分解論， 「企業的な伯a地

農業経営と土地持ち労働者への分解」が提唱されているへ これは原水市場

の展開の上からも興味ある理論であるn 水利関係をこの梶井，伊藤理論に加

えるならば，水使用者としての企業的借地経営と土地および水利権を所有す

る労働者への分解ということもできるであろうの

だが，梶井，伊藤理論に対して，玉城哲教授は 一つの批判を提出してい

る9）の すなわち， このような分解現象が今日進行しているが，企業的経営の

発展を保障する客観的条件は必ずしもないし，土地持ち労働者の形成は企；｛；.：
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経営の規模拡大を可能とするもので必ずしもなL、のむしろ最近とみに進展し

つつある集団組織の発展，地域農業組織化の動きにこそ農業生産力展開の方

向的指標が求められるのではないかということであるのこの地域農業組織化

は原水市場に従属した機械的な分解ではなく，むしろ能動的に原水市場に働

きかけて，それをよりよく コントロールする装置になり得るもののように思

われるのしたがって，水市場に対応する今後の農業構造は，農業経済の動き

により，なお様々の選択肢をもっと考えたほうがよいであろうの

ともあれ，原水市場に基づく水利団体の変化は，農業者の分解を伴い，そ

れが前提となって，水利権者一水利資本一水使用者の新しい水利関係をつく

りだすの

6) 水源地土地所有者の登場

原水の開発には，広面積をとる貯水池の建設が不可欠であるの貯水池の候

補地は一つの流域の中で数多く考えられるものではなし、のその時点での水需

要および技術レベルにおいて，貯水池候補地となり得る土地は限られた数に

止まるのしたがって，新規原水開発者がその土地を購入しようとする時，様

様の困難にぶつかるのしかしこれまで原水コスト徴増時代では，ほとんど必

ず新規開発者が購入を実現し，貯水池敷の土地所有者が引続いて水利関係に

残ることはほとんどなかったの

だが，新規開発のたびごとに以前の開発者には差額原水コストの増大があ

るという時代になれば，事態は変わってこざるを得なし、。貯水池候補地の土

地所有者は連携して，差額原水コストの取得を貯水池建設の条件とするであ

ろうの新規開発者はそれを受け入れるほかはないの

貯水池敷は借地形式となり，貯水池敷所有者も水利関係に登場し，原水市

場価格の上昇，差額原水コストの増大に応じて，貯水敷所有者と原水開発者

は対抗するの平均的には差額原水コストが貯水池敷所有者の取得となり，原

水開発者には平均利潤のみが入るの

原水を開発し，用水を供給する水利団体（水利企業体〉は，このほか，頭

首工，幹線水路などを必要とするが， これらが占拠する面積は比較的小さ

く，かつ場所を変え得るから主として購入形式で解決されていくであろ うn

7) 他流威からの送水

水資源逼迫河川での原水市場価格の上昇は，他流域の新規開発コストとの
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差を大きくし，送水コ スト をも一卜分に許容するよ うにな るわ

開発対象とされる流域では， 他流域 の進出は，原水価格を上昇させるた

め，水使用者およびその流域で新規水利開発を希望している新規水需要者な

どからきらわれるの他方， 差額原水コストの上昇 もあるため，その取得権者

からは期待されるよ うになるη

(3) 水市場の完成

1) 基本的特徴

水利団体が水利権者，水利資本および水使用者に完全分解し，水市場が水

使用者までも支配するようになる｜時， 水市場はほぼ完成するわその姿を， 今

日，安易に想定するこ とはできないが，少なくとも次の基本的特徴があるよ

うに思われるn

① 水価の全面上昇

新規開発に伴い，その流域の水価格はいっせいに上昇する （タイムラグ

は別にしてλ これらはすべて水使用者の負担と なる。

② 既得権の継続

水価の全面上昇は，差額原水コストがことごとく市場価格に乗ることに

よるが，その差額原水コスト部分は市場メカ ニズムの作用によ り，

とく次のところに帰属するの

a) 河川自流量の水利権所有者

こζζ

いわゆる慣行水利権がそれに当たるのどのよう な形で水利権所有者が残

るかは，今後の制度により変わるので必ずしも定かではないが，理論上は

前述のごと く慣行水利権を有する水利団体の旧組合員たる土地所有者の連

合体と考え られる。

b) 水源地土地所有者

貯水池敷にかかわる土地所有者であるn 両者は要するに，既得権の所有

者であるが， 市場メカ ニズムは，これらに巨大な差額原水コストを与える

ことによって，自由な水利関係をつくりだすわけで、あるの

③ 不特定利水容量の増大

市場メカ ニズムの成長は水利権一杯の水使用を進めて，不特定利水容量

の増大を不可避にすることはすでに述べたの元来，河川の水利用で［土、完
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全に統御された人工水路のごと く余裕水を Oにすることは不可能 である

故，水利用の高度化に対応して不特定利水容量の増大は必至であるわこの

建設は形式上河川管理者の責任であるが，公共負担にほかならなし、。

以上で水市場の基本的姿態はほぼ浮び上って来たであろうれ農業がこの時

点で成立可能か否か，ど ういう条件で成立し得るか，あらためて究明される

必要があるよう に思われるn

2) 人口集中抑制作用について

水市場に基づく水価格高騰は，人口集中を抑制する調節機能となるという

見方があるのこれについて少し触れておこうの

水市場を完成させた、流域で、は，都市用水需要の増大が続く限り水価格が高

騰するので，先述のごと く農業用水は高度の節水 ・減水を行な うようにな

るの都市化による水団の潰廃，畑地化さ らに節水栽培技術の向上などがそれ

であるのしかし，全体としてその流域の農業は他流域に比べて高い水利費負

担となるので， 農業への資本蓄積は他流域に比べておくれ，農業の発展も他

流域に比べて相対的に劣性とならざるを得ないのそれはあたかも， この流域

から他流域へ農業が「流出」するといった感を呈するであろうn

このような農業の劣性化，見かけ上の 「流出Jにより，この流域の水資源

は新しい都市用水需要を十分に満たすということも考えられるC 農業が全体

として節水の方向をとる時，大量の水が放出されることになるからであるの

その場合には，水価格高騰がおさえられるとい うことも十分に起こり得るで

あろう口

このことは，水価格の高騰により大都市への人口・資本の集中が抑制され

るようになるだろうとい う見方に対してむしろ一つの問題を提出するのすな

わち，この見方は農業用水を事実 t固定的にみるところから出てきた論理で

あり，水価格の高騰により ，まず生ずるのはその流域の農業の劣性化，その

流域から農業の 「流出」であり，人口・資本の集中はなお継続するというこ

とであるのそこで先を予想するな らば，その流域の農業がきわめて縮小化

し，節水効果をいちじるしく弱めた後の段階において，初めて，大都市への

人口 ・資本の集中が抑制されるよ うになるだろうということであるのその意

味から，水市場による大都市・ヘ句集中抑制機能を当面安易に評価すべきでは

ないように思われるの
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3. 農業水利事業の動向と課題

今日，公水規制下の水利用は深刻な矛盾をかかえている。その状況をつぶ

さに述べることは割愛するが，要するに水資源逼迫の展望があるにもかかわ

らず，節水 ・水の有効利用はあまり進まず，むしろ逆に水需要の延びが供給

計画を常に上まわるという勢L、にあるn 一方，水源地域では，開発がしだい

に困難になりつつあるなどであるn

これを打開する方向として公表される表現は別として，公水規制の緩和，

市場メカニズムの導入が，今日，徐々に進行しつつあるの

開発コストの上昇がまだあまりひどくないある時期，市場メカニズムに基

づく河川水利の流動化は，それなりに有効であろう n まだ大きな影響をあま

り与えないからであるの

だが，市場メカ ニズムの成長と開花がどのような変化をもたらすかは，す

でにみたとおりであるn 影響する諸問題に対して，技術的 ・制度的用意がイ・

分になされない場合には，河川水利および農業に大きなひずみを生みだすで

あろうれ

市場メカニズムの成長は，しかし，不可避であるn 今日必要なことはそれ

のコントロールであるの

興味深いのは，水利用の諸矛盾の激化した昭和40年代において，私の見方

では，市場メカ ニズムの調節装置とな り得るものが，農業水利事業を通じて

用意され始めたことである10）れ

ここに，それらの全容を示すことはできないが，大きく分けて次の 4つが

あるn

1) 水の有効利用をはかる施設システムへの改造

これはすで、に述べた水利権の限定，転用，節水管理に通ずるものであるn

2) 基幹的水利施設および水利権の公有化

国営事業で改造または新設された基幹的水利施設は，原則として固有化さ

れる〈県常事業では県有，水資源公団事業では公固有。主要河川の水利施設

はほとんどこれらに該当する〉。 そして水利権も同様の管理となるn もっと

も現行では，その上で地元土地改良区に管理委託するのが多いので，実際上

の管理は従来とあまり変わりがなL、のだが市場メカ ニズムをコントロールす
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る基盤の一つが準備されたといってよいn

もし水市場が形成されて，差額原水コストの超過利潤化が進行し，それが

いちじるしくなった場合には，公行政の行為でもってそれをコントロ ールし

得るわけであるn

3) 水利団体の変化

水管理を行なう土地改良区は，農業者の共同組織ではあるが， 進んだとこ

ろでは，事務局 〈常駐の理事も含めて〉を充実し 新しいテク ノクラ ートを

生み出しているわ実際の水管理は彼らが行なう n

地域の水利用の高度化は， もはや農牛業経醤，のカミたわらで

とを困難にしつつあり，農業からの相対的独立化 ・分業化は不可避であるn

その始まりの形態といえるの

水資源開発公団がもっている一機能は，このような分業機構を国的規模で

実現したものとみることもできるの

これら水管理の社会的分業機構が今後どのよう に機能するかであるが， 土

地改良事業の中で成長してきた水管理テクノクラートは，行政の監督下にあ

る特殊法人組織という枠組の中で形成されたものであり，公共的性格を もっ

地域分業機構の一翼ということができるし，水資源公団は国的規模での公共

的分業機構であるのそこで今日の方向としては， 水利用の社会的分業機構が

公共的性格とし、う枠組の中に位置づけられているということができょう n 市

場メカ ニズムに登場する水利資本がこのような公共性をもつものである場合

には，一定の公共的コントロールが可能となるの

さて，水利団体の変化として， もう一つの注目点があるれこれからの農業

経営像であるの企業的な借地経営と土地持ち労働者への分解という見方があ

ることはすでtこ述べたのこれが全面的に進行する場合，水使用者は借地企業

経営となるが？水利資本の姿が必ずしも定かではなし、経営から離れた土地

所有者が水矛IJ団体（土地改良区〉に止まり，水利権者として残り，水利資本

をつく りだしていく（自らそうなるか，Jjljの水利企業経営をつくりだすかは

別 として〉という形が理論上考えられるn この場合は完全に水市場に従属し

た形といえよう n

だがその前に，土地改良区が再編成され，あらたな地域的水管理組織が生

みだされる場合には事態は違ってくるの現在のところ確定的な方向ではない
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が，先に述べたように，地域農業の組織化が新しい農業生産力の方向となる

場合にはその組織化された地域農業が水を管理するであろうれ事態を決定す

るものは今後の地域農業組織化の展開状況であるということができるσ

地域農業組織化を基礎にして打ち立てられるであろ う新たな地域的水管理

組織は，水市場に従属したものではなく ，むしろそれをコントロ ールするも

のになるのそれは新たな形で、の水の地域的共同規制であるn 公水理念を地域

的規模で下から築き上げたものということができょう n

この地域的組織が流域的規模にまで発展した時，水市場メカニ ズムは止揚

されて，高い段階での公水理念の貫徹が実現されるn このよう な方向も水市

場コントロールの方向として存在するわけであるn

4) 水源地対策

水源地に対する特別な施策が重視されつつあるのこの内容はまだ端緒的で

あるが，今後の動きが注目されるのその際広大な国有林の存在 も注目点であ

るの現在のところ，市場〆 カニズムを考慮した水源地対策はまだ打ち出され

ていないの

今日，水資源開発指定水系では，水資源開発公団が水源開発をほぼ一手に

引受けるという形が出ているが，このような公共機関によ る水源開発の一元

化という形は今後とも続くであろ うのまた貯水池敷はすべて開発者により買

収されるとしづ現在の形も水市場メカ ニスムの成長を考慮に入れる時，可能

な限り続けられるほうがよいであろうの 差額原水コストの超過利潤化がし、ち

じるしくなってきた時，一元化された公共的水資源開発機関が貯水池敷を所

有しているという形は有力な制御機構となるであろうn

以上のごとく，今日の動きは，現時点では，公水規制になお依存した中で、

の行政的操作という性格に止まる故，機能の開花を全面的に期待することは

必ずしもできないが，将来を展望する時，条件の整備を伴う場合，かなり の

機能を果たし得る諸装置に成長し得るように思われるn

水利用は本来，地域性をもつものである故，コ ントロ ールを適切に行なう

ためには，高い立場からの地域共同体的管理とし、う性格が調節装置に付与さ

れることが必要であろう n ともあれ水利用における市場メカ ニズムのコント

ロールを実現する諸装置の構築と適切なる運用が，これからの国民的課題と

なるように思われるn
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