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農業水利合理化と農業水利権

小林三衛

高度経済成長にともなって，工業用水，上水道用水の需要が急速に増加している。

これにこたえるため，最近，「農業水利合理化」ということが主張され，実施されて

いる。「農業水利合理化」とは，農業用水をできるだけ抑制し， そのなかから， なる

べく早く，なるべく安く，工業用水，上水道用水をうみ出そう，ということであろ

う。この結果，農業lC及ぼす影響は少なく ない。とくに，慣行に基づく農業水利権

は，消波，再編成されつつある。

慣行に基づく農業水利権は，かんがいなど，水利用の事実が反復継続され，合理的

であり，正当なものとして，社会的承認をうけて，生成した権利である。国家法との

関係においては，法例第2条によって，法律で認められたと同ーの効力を有するもの

とされている。慣行に基づく農業水利権の性質は，慣習法上の物権と解されている。

ところが，これが，農業水利合理化事業がすすめられるなかで，消滅させられ，許可

水利権として，事業主体である国や水資源開発公団に帰属されている。農業水利集団

は，従来と同じ水量をうけることができるとしても，権利のうえでは，弱体化し，不

安定な状態におかれることになる。

本稿は，水利科学研究所『農業水利合理化に関する調査研究報告書』（昭和50年3

月）第5章「農業水利権の形成過程と農業水利合理化をめぐる問題」をもとにして，

訂正，補筆したものである。全面的に書改めた部分もある。

1. 農業水寺I］権の意義

農業水利権とは，農業生産のために，河川，湖沼， Tこめ池，その他の水を利用する

権利である。水田のかんがいがその主なものであるが，畑地かんがい，水車，農作物

を洗うための雑用水も含まれる。水は，水田耕作には不可欠であるから，これを主と
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するわが国の農業においては，古くから利用されてきた。水利用の根拠は，慣行であ

った。 明治以降も，利水に関する法律の制定はなく，慣行をモメン トと して，農業水

利権が成立している。

水利用の慣行とは，水利用の事実が反復継続され，それが合理的であり ，正当なも

のである，と して社会的承認を受けたものをしづ。社会的承認とは，同一水系におい

て，利害関係を有するもの一一多くは同じ水利施設を使用している者によって組織さ

れている共同体＝水利集団一ーが， 水利用の事実を認めることである。承認 の方法

は，水源（河川，湖沼，ため池，井戸，湧水など）や水利集団によって， 一様ではな

い。一つの水利集団だけで利用しているため池などの場合は，その水利集団が利用者

＝構成員の水利用を認めればよいが， L、くつかの水利集団が同時に利用している河川

などの場合は，利害関係を有する他の水利集団の承認がなければならない。同一水系

であっても， 直接利害関係がなければ，承認は必要としない。 したがって，同一水系

のある地域では，慣行となっていても，他の地域や他の水系においては，そうでナよい

場合が少なくない。また，社会的承認は，積極的になされる場合もないではないが，

消極的に異議ないし抗議を申立てない，という場合のほうが多い。他の水利集団が異

議ないし抗議を申立でなければ，黙示の承認があったとみて，慣行と認めてよいので

ある。問題となるのは，異議ないし抗議が通常年にはなく， 渇水年になされる場合で

ある。河川やため池の水量は，常に一定であるとはかぎらず，不足する場合がとうぜ

ん予想されるから，他の水利集団が通常年に異議ないし抗議を申立てないことは，渇

水年においても，従来の事実的利用を承認している，と解される。 しかし，渇水年に

おいては，事実上， 異議ないし抗議にと どまらないで，争いまでに至ることが少な〈

ない。慣行として明確に確立している場合にも，また，積極的に承認された場合で、さ

え，水争いを避けられないことがある。 水争いをとおして，改めて慣行の存否や内容

が問題とされ，それが確認されたり，変更されたりする事例は，決して少なくない。

以上のように，水利用の事実が反復継続され，それが合理的であり，正当なもので

ある，として社会的承認をうけているのが，水利慣行であり，この慣行をモメ ントと

して成立する農業水利に関する権利が，慣行r＜：.基づく農業水利権である。裁判などに

よって，確認される場合もある。

2. 農業水利権の形成過程

農業水利権は，慣行をモメントとして生成した権利て、あるが，その形成過程につい

て，木曽川水系を中心にペ述べてみたい。『木津用水史』（昭和3年）によれば，ず

っと古くは，水田のかんがし、は，自然、の河川を利用し，水を随処随意の水田に注ぎ，

ため池や専用水路などは，ほとんどなかった。水利事業が緒についたのは，足利時代

の末で， 徳、Jll時代には，ある程度すすんだ。新田の開発などが契機となったようであ
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る。たとえば，ため池の築造としては，寛永10年（1633）の入鹿用水，木曽川の導水

としては， E霊安3年（1650）の大井堀（今の古木津用水）の開さく，寛文4年（1664)

の大井堀からの分水による開さく（今の新木津用水）などがあげられる。かんがい面

積は，入鹿用水が 800町歩余，両木津用水 1,176町歩余である。徳川時代の導水方法

は，なんら人工的な施設を設けないで，自然の流勢にまかせ，ただ通水量が不足する

ときに，流石を堆積して本流の水心を遮断，矯正するにとどまった。これでは， じゅ

うぶんな導水ができず，砂石によって，水路が埋没し，通水をさまたげること もしば

しばであった。明治になってから，この改善をはかり， 8年（1875）には，井堰を設

けたが，木曽川の出水のために，破壊，流失し， 12年には，瀬割堤防（導水堤）を築

造した。その後は，これを導水の基本とし，改修，改善をつづけてきた。

このようななかで，水利慣行が，いつ，どのようにして形成されたか，必らずしも

明確ではないが，明治以降の水利土功会，普通水利組合の諸規則からうかがうことが

できる。明治15年6月の愛知県木津井組聯合会決議書には，いくつかの重要な規定が

設けられている。第 l章「木津元私扉開閉及定水制限」には， 「開閉ハ慣行ニヨリ夏

至三日前トス但苗代水ノ如キノ、八十八夜三日前ヨ リ西元私扉ノ内一本ヲ歩明キニシテ

応分通水スルモノトス」（ 1条），「閉扉ハ二百二十日トス」（ 2条），「養水中ノ水高ハ

玖前水標十一歩三寸ヲ以テ定水ト究ムJ( 4条）などの規定がある。水門の開閉時期，

苗代のための通水，用水中の水高など，慣行として成立したことがわかる。第2主主

「従来ノ慣行ニヨリ水配及治水締約」には，「新木津水分ケ井堰ハ従来ノ慣行ニヨリ元

私前堤防先キ枠鼻ヨリ井筋西堤迄川幅一面斜メニ根敷六本以上上場三本高四本積ノ蛇

籍ヲ伏込ムモノトス」（13条），「告書テ私樋ハ従来ノ寸法或ハ高低等ヲ撞ニ改正スルヲ

得ス代替ノ節ハ必ス年番戸長及ヒ治水委員立会監査スノレモノトスJ(14条），「各井筋

村々懸私前堰ヲ要スノレ部分ノ、慣行ニヨリ築造シ取pタリトモ変更ニ属スノレモノハ会議ニ

附シ議決スル上ナラテノ、施行スルヲ得ス」（16条），「前条々ニ掲クノレノ外新古木津幼

JI!ヲ初メ各井筋毎慣行ニヨリ治水及ヒ用慈水配規則ヲ設ケ置クヘシ」（18条うなどの

規定がある。新木津分水の井堰の伏込み，水門樋の寸法 ・高低，各水路の水門の築

造，各水路ごとの治水 ・用排水の分配なども，慣行に基づいている。第 4章「幹流木

曽川瀬割堤防監守人並ニ木津元机初メ私守設備法及心得方」には，「幼川元私新木津

元私ヲハ、ンメ組合弁ー筋ノ元私及閉切水筒其他各村ノ懸机樋等ノ守護人ヲ要スノレモノハ

慣行ニヨリ関係村適宜ユ守護人ヲ設ケ其給料ハ関係村々ノ経費ニ算入スルモノトス」

(40条）とある。水路の水門などの監視人を設けることも，慣行による。このように，

従来の慣行が成文とされたことは，それだけ確実なものとなった，と解してよいであ

ろう。

これより前，明治8年に，「木津用水のうち新木津井組の水配仮規則」がつくられ，

つぎのようなことが定められた。「一，新木津井末五ケ村を除くの外小口村より大手
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村まで

及ばず最も井末五ケ村へ見下り無之時間は悉皆上村に懸、t入関払の事」，「一，新木津弁

末五ケ村と称ふ春日井原新田，味鋭原新田， 上条新田，如意申新田，稲口新田，勝川

新田右六ケ村より乞水申出候節は従前之通四十八時間上村ニ懸私打切封印御取り見下

りとして正副戸長旧総代共右井筋へ出頭可致候可…－渇水ノ節ハ前顕歩明キノ私所制

限外及外上之村私歩明キ且ハ井末五ケ村ヨリ四十八時間ノ外時延二十四時間申出之儀

ハ其都度協議ノ上程能ク適宜申合可仕侯事J，「一， :tt－末五ケ村ヨリ見下見出侯儀ハ其

前見下リ時限明，ヨリ四十八時間未満ニ一切申出間敷1民事」などである。これらによ

ると，水がじゅうぶんあるときは，とくに配分の必要はないが，末端の 5ヵ村から要

求があった場合は，上流の村々は，原則と して，48時間の番水制がとられる。ただ

し，干筈をうけやすいところは，除外される。

明治34年に設けられた「木津用水普通水利組合配水規程」には，つぎのようなこと

が定められている。「用水期節ハ八十八夜三目前ヨリ九月末日迄トシ其ノ期間中東西

両元扶ヲ開開通水スルモノト λ」（ 1条），「用水期節中ノ通水量ハ東西両元私ヲ開閉

通水スルモノトス」（ 1条），「用水期節中ノ通水量ハ東西元私合流点水量襟ニ於テ」，

「挿秩時期ハ五尺七寸以内」，「其ノ他ノ期間ハ五尺以内」とする（ 2条）。「五条川元

私ハ用水期節中二本戸ノ内一本戸を開扉スルモノトス但、ン挿秩時期ニ於テハ一本戸ト

三分開扉スノレコトヲ得」（ 5条〕，「用水期節以外ノ期間ハ西元私ヲ開扉通水ス／レモノ ト

ス」（ 8条），「前条ノ通水量ハ東西元私合流点水量標ニ於テ二尺以内トス但シ愛船株

式会社ニ於テ通船ノ場合ノ、四尺迄増水スノレコ トヲ得」（ 9条）などである。これは，

前掲の「木津元私扉開閉及定水制限J，「従来ノ慣行ニヨリ水配及治水締約」を継承

し， 整備したものである。これらは社会的承認をうけ，権利として生成している，と

いえるであろう。

農商務省農務局編『農業水利慣行調査』（大正5年）は，つぎのような償行をあげ

ている。「東春日井郡篠木村大字八幡ニテ稲田用水ハ大字内ノ溜池ニ依リ濯紙を為ス

モノト大字下原地内ノ溜池ニ依り港紙ヲ為スモノトニ区7Jljセラレアルモ早害ノ為用水

ニ欠乏ヲ告クノレ場合ノ、大字八幡地内溜池ノ濯紙地域へ大字下原地内ノ溜池ノ用水ヲ三

日間引用スルヲ慣例トセリ J。 このような慣行がどんな理由で生成したか， 明らかで、

ないが，協調的な事例である。 これにたいして，「名古屋市ニ於ケノレ庄内川用水普通

水利組合区域中南区熱田新田東組及同区新田濯減労ニ筋ニシテ愛知郡八幡村地内ヲ通ス

ル井路敷ヲ熱田新田東組ニテ購入セシヲ以テ同新田ノ下流ニ依ル前新田ニ於テハ熱田

新国東組ニ比シ二分ノーノ港紙水ヲ得ノレニ過キサノレ慣習」となっている。水路敷を購

入したことによって，優先権をもっているわけである。 また，「西春日井郡中村ハ庄

内川ノ末流ニ位シ早越ノ為庄内河水ノ欠乏ヲ来ス場合ニ於テ庄内用水普通水利組合カ

元私口前ニ井堰ヲ設ケ河水ヲ引用シ且配水構造ノ規定アノレモ分水水量ノ規定ナキヲ以
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テ流末ニ於ケル早害堪シ」い。「丹羽郡入鹿用水普通水利組合ニ属スル用水路中羽黒

村大字前原中ニ於テ三ケ所波諜ヲ拒ム慣習アルヲ以テ下流ノ犬山町ニ於テ多少ノ皐害

ヲ被ムル状況」である。干害の場合における用水の分配についての慣行は多い。木津

用水については，新木津井組の仮規則を前に引用したが， ここにも， 「木津用水ハ元

本入口土砂堆積容易ニ波深ノ功ヲ奏シ難キ場合ノ外水量豊富ユシテ皐害ニ擢ルコト砂シ

ト難水量減退ノ場合ハ上流ニ於テ早害ノ僅少ナル部分ノ樋管ヲ縮小シ下流ノ配水を便

ナラシムル慣例ナリ」と書いている。庄内用水の「稲葉地井筋及中井筋ハ年々時間割

配水（但十町歩ニ付二時間ノ割合）ヲ為」 す。はっきりした番水制である。松原用水

は，「水量豊富エシテ皐害ヲ告ケスト難用水期中ハ配水ノ公平ヲ保持セシムノレ為常設

委員ヲシテ交互ニ区域内を巡視監督」する。牟呂用水は，「用水不足ヲ告ケタノレトキ

ハ治水委員立会調査ノ上不足セノレ分水樋口ヲ一週間ニ一昼夜宛縦断半減、ン不足セ、ン分

水の増氷ヲ計ノレ」。しかし，松原用水普通水利組合ト牟呂用水普通水利組合との閲に

おいて，「牟呂用水関係者ハ松原用水普通水利組合ニ対シ皐魁ノ場合ハ八名郡加茂村

ナル第七号閉門ヲ打チ以南ニ通水セルコトヲ契約シタム現ニ大正二年夏季ノ如キ松

原用水組合ハ牟呂用水組合ニ対シ水量ffl!J限ヲ申込タリ（松原用水ハ元禄年間ノ開盤ニ

シテ牟呂用水ハ明治二十二年ノ開撃ニ係リ随テ水利権ニ甲乙アルカ如シ）」。

以上のように，水利用の慣行は，水源、，水利施設，水量，水利集団などによって，

さまざまであるが，それぞれ， 水利用の事実が反復継続され，合理的で、あり，正当な

ものとして，社会的承認をうけて成立したものである。それが成文のかたちをとるか

そうでないかにかかわらず，水利集団ないし利用者にと って，権利として生成してい

る，といえる。これが侵害された場合，すなわち，定められた水盈を取得で、きない場

合は，侵害した者にたいして，抗議し，回復を請求することができる，と解される。

水利慣行が国家法との関係において，権利として承認されているのは，法例（明治

31年） 第2条による。法例第2条は， 「公ノ秩序又ハ善良の風俗ニ反セサル慣習ハ法

令ノ規定ユ依リテ認メタノレモノ及ヒ法令ニ規定ナキ事項ニ関スノレモノニ限リ法律ト同

一ノ効力ヲ有ス」と規定している。水利慣行は，いうまでもなく ，「公ノ秩序又ハ善

良ノ風俗」，すなわち強行規定に反するものではない。 また，水利権については，民

法，その他に規定されていないから， 「法令ニ規定ナキ事項」にあたる。民法は，水

利権に類似している入会権を物権として構成しているが， 水利権については，なんら

の規定もおかなかった。入会権は，地上権，永小作権，地役権とともに，土地の利用

権であるのにたいして，水利権は，水の利用権であるため，規定しにくい事情があっ

たかも しれない。 このように，水利慣行は，「公ノ秩序文ハ善良ノ風俗ニ反せず法令

ニ規定ナキ事項ニ関スルモノ」であるから，「法律ト同一ノ効力ヲ有ス」ることとさ

れている。すなわち，水利に関する法律が制定され，そのなかで，水利権として構成

されているのと同じ効力を有しているわけである。慣行に基づく農業水利権は，以上
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のような過程をとおして形成されたのである。

これについては，裁判所も， 一貫して承認している。たとえば，明治38年10月11日

の大審院判決は，「凡ソ河川｜ノ 沿岸所有者ハ他人ノ権利ヲ害セサル範囲ニ於テハ田地

ニ濯湖、ン水車ニ利用スル等各自其水流ヲ使用スル一種ノ権利ヲ有スルコトハ法律上ノ

明文ナキモ慣習上認メ来リタノレ所ニ係ノレ」 ものであるとし， 「此権利ヲ侵害セラレタ

ノレ者ハ加害者ニ対シテ損害／賠償又ノ、妨害ノ排除ニ因リテ其救済ヲ求メ得」ることを

認めている（『大審院民事判決録』 11輯 1326ベージ）。 この時期に，判例が妨害排除

請求権を認めていた権利は，物権またはこれに類似する支配権に限られていたから，

裁判所が流水使用権を物権類似の慣習法上の権利として認めていたことを間接に推知

することができょう九民法は，「物権ハ本法其ノ他ノ法律ニ定ムルモノ ノ外之ヲ創設

スルコトヲ得ス」（175条）と規定し，物権法定主義をとっているが，これに慣習法が

含まれるかどうかについて，学説，判例とも，ほとんど肯定している。しかし，用水

地役権に関連して， 「民法カ規定スノレ用水地役権ナルモノハ斯ノレ河ノ流水ノ利用権ニ

関スルモノニアラスシテ要役地所有者カ其承役地ノ水ヲ使用スルニ過キサノレ承役地ノ

負担ニ関スル規定」であるとして，地役権的性質を否定し，債権と解しているも の

（東京控訴院判決大正 4年11月19日法律新聞1126号23ベージ）もあるが，後になると，

同じ裁判所が「部落民カ他人ノ所有地ヨリ湧出スル流水ヲ永年ニ亘リ自己ノ団地ニ滋

獄スル為之ヲ引水シ来タリタル慣行ノ存スノレニ於テハ之ニ依リ部落民ニ地役権ニ類ス

Iレ入会権タル流水使用権ヲ生シ水源地ノ所有者ト難モ之ヲ侵スコトヲ得サノレハ古来本

邦一般ニ認メラレタノレ慣習法ナリトスjと改めている （東京控訴院昭和 14年 2月 23

1 法律学説評論全集28巻民法561ページ）。

戦後の判決では， 「一種の慣習法上の権利として地役権的性質を有するものと解す

るを相当とする」（福岡地方裁判所飯塚支部判決昭和31年11月8日，下級裁判所民事

判例集第 7巻11号3169ページ〕，「公水に対する使用権が使用権者の私的な経済的利益

を充たすためのものである限り，それは私権としての性質をもっ水利権と解する」

（東京地方裁判所判決昭和36年10月26日，下級裁判所民事判例集12巻10号2519ベージ）

など，かな り明確になっている。このように，慣習に基づく農業水利権は，慣習法上

の物権であり，物権のなかでは，入会権に近い内容をそなえている，といえるぺ

これにたいして，反対の見解がないわけではない。公法学者の一部や建設省は，水

利慣行は「法令ニ規定ナキ事項」ではなく，河川法の規定（旧河川法18条，現行河川

法23条）によ って，許可水利権とされている，と主張している。すなわち，旧河川法

第四条の「河川｜ノ敷地若クハ流水ヲ占用セムトスノレ者ノ、地方行政庁ノ許可ヲ受クヘ

シJ，現行河川法第 23条の 「河川の流水を占用しようとする者は，建設省令で定める

ところにより，河川管理者の許可を受けなければならない」という規定に基づいて，

水を利用しようとする者が行政庁に申請し，その許可を得ることによって，はじめて
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設定される権利である，と解している。ただし，旧河川法の制定当時（明治 29年），

すでに河川を利用していたものについては， 旧河川法施行規程で，「河川法若クハ之

ニ基キテ発スノレ命令ニ依リ行政庁ノ許可ヲ受クヘキ事項ニシテ其ノ際ニ現存スノレモノ

ノ、河川法若ハ之ニ基キテ発スノレ命令ニ依り許可ヲ受ケタノレモノト看倣ス」（11条 1項

本文）こととされている。 7こだ行政庁の許可を得る手続をとらなくともよいというだ

けで，旧河川法施行以前の水利慣行L 形式的には許可水利権ということになり，旧

河川法施行後は，すべてが許可水利権となり，慣行に基づく農業水利権の発生を消極

的に解している。しかし，旧河川法においても，現行河川法においても，上記の規定

以外に，利水に関する規定はなく，上記の規定も，利用者の側にたって，利用者の利

益をはかったものではない。河川管理者の｛則由通ら，河川の利用については，許可を要

求しているのである。旧河川法施行後，慣行に基づいて，水利用をしている場合で

も，許可を得なければ，不法占有，盗水である，とみている。しかし，旧河川法，現

行河川法全体をみると，利水法ではなく，完全な治水法であり， しかも，河川を国家

権力の支配のもとにおこうとするものである。

このような見解を支持する判決もある。たとえば，昭和電工株式会社の発電水利使

用などを許可した長野県知事にたいし，慣習上の農業水利権を侵害するとして，行政

命令の取消しを請求した事件について， 長野地方裁判所は，「公水使用権は，行政庁

が優越的権力作用としてこれを設定する点にかんがみ，また河川法第三条の法意IC照

らしても，公物使用権という公権である」と判示している（昭和32年 5月28日判決）。

これにたいして，東京高等裁判所判決は，公権私権重畳説をとっており，従来の慣行

水利権は原則として，「形式的には，許可水利権ということにな」り，「公権説は権利

の形式に着目し，私権説は権利の内容に着眼したものであって，いずれにしろその一

面的把握であることを免れず，公水使用権の本質について私権説をとるとしても私権

たる水利権が公共的規律をも同時に受けるとL、う公権私権の重畳性を指摘さるべきで

ある」と している（昭和35年10月14日）。最高裁判所の判決は，あいまいで， 「公水使

用権は，それが慣習によるものであると行政庁の許可によるものであるとを問わず，

公共用物たる公水の上に存する権利である」というだけにとどまっている（昭和37年

4月10日最高裁判所民事判例集16巻 4号699ページ）が，公権説に近いようである。

慣行に基づいてすでに成立している慣行水利権を許可水利権である，と構成するこ

とは，疑問であるし，河川法施行後においても，慣行として認められれば，慣行l亡奉

づく農業水利権の発生を積極的に解すベきである。慣行に基づく農業水利権は，慣行

をモメントと して成立する権利であって，河川管理者の許可によって創設されるもの

ではない。河川管理者の許可を得る場合にも，それは，すでに成立している農業水利

権に，一定の国家的政策に基づいた公法上の位置づけを与えるにすぎない，と解すべ

きであろう。河川法施行後に成立した慣行に基づく農業水利権で，河川管理者の許可
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を得ていなし、ものについても，それが公法上の権利としての地位と保護を与えられな

い，というだけであって，その存在を否定されるものではない。

3. 農業水利合理化とこれをめぐる農業水利権の問題点

農業水利合理化の概念は，必らずしも一定していないが，本来l土，農業水利に関し

て，水利施設の近代化，管理秩序の民主化，水利用者相互間の調整などを行なって，

効率的な方法をとる，ということであろう，農業水利は，その過程からみて，水利施

設の近代化，管理秩序の民主化，水利用者相互間の調整などが遅れていることは事実

であろう。徳川時代につくられた水利施設を部分的に改修しながら，そのまま使用し

ている事例も少なくない。そのため，じゅうぶんな導水ができなかったり，水路が荒

れて，漏水が多くなったりしている。水利集団において，普通水利組合のように，法

律上構成員を土地所有者に限定していたこともあり，管理秩序が有力者ににぎられて

いる事実が多い。そのため，民主的な水利用ができず，不公平な結果を生じている。

水利用者相互間の自主的な調整ができないで，水がむだlこ流されてしまっている場合

もある。これらにかんがみて，水利施設の近代化，管理秩序の民主化，水利用者相互

間の調整をはかることが必要であろう。たとえば，農業用水のダムをつくったり，揚

水施設を改善したり，水路を舗装したり（地下水などの影響は考慮する〕することに

よって，水を節約することができる。そうすれば，畑地かんがい，その他に利用され

るであろう。管理秩序を畏主化すれば，有力者による水の支配を排除し，公平な配水

ができょう。水利用者相互間の自主的な調整ができれば，むだがなくなり，余水の譲

渡を自由に認めることによって，水を有効に使うことができるであろう（ただし，資

本に安く買いたたかれるというおそれがないわけではない）。

しかし，現在，とくに，「農業水利合理化」が強調されているのは，農業内部から

の要請というよりも，外部の資本や建設省からの要求としてであるように思われる。

『建設白書』（昭和45年版）は， 「現在の水利用の実態を見ると，必ずしも効率的な水

の利用が図られているとはいえない面があり，とりわけ， 河川水利用の大半を占める

慣行水利権は，その多くは規模が零細であるばかりでなく，その耳元水実態も不明確か

っ不合理のまま放置され，しかも， 一般に取水施設，用水路等の老朽化により非効率

的な取水を行なっているものが多L、」。「また，最近の都市化等に伴い農地は漸次減少

の傾向にあるほか， 45年度においてはいわゆる米の生産調整施策による減反も行なわ

れることとなっている」。 「このような情勢にかんがみ，建設省ではすでに44年度から

水利用合理化調査に着手し，今後その拡充を図っていくとともに，これらの調査結果

等を利用し，既存の水利使用，とくに慣行水利権，遊休水利権の検討および既存水源

施設の合理的運用およびその再開発等を図るため，制度 ・財政等の面も含めて検討を

進めているところである」と述べている（197ベージ〕。その背景は，「ダムの建設に
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は，立地条件もあり，無制限にできるわけでもな く，また，それには，多額の費用を

要する。そこで，最近では，水資源の高度利用の方向は，慣行水利権の合理化へと向

けられようとしてきたU」のである。ダムの建設は，まず，立地条件がむずかしい。

それだけでなく l村あるいは 1集落が水没するという場合が多いから，土地を奪われ

る者が反対するのは，とうぜんである。したがって，用地の取得じたいが困難になっ

てきている。また，多額の費用を要し，年限が，日本の場合は， 1つのダムに約10年

かかる，といわれている。一方，高度経済成長によって，工業用水，上水道用水の需

要が急速に増加している。前掲の『建設白書』によると，河川に依存する工業用水

は，昭和33年の39億dから昭和42年の72億 dと約2倍に増加しており，上水道用水

は，同じく 16億dから52億ffilと倍以上になっている（182ページ〉。また，建設省河川

局の「全国水需給の展望について 広域水利計画調査中間報告」によると ，昭和39

年から昭和60年の増加分は，農業用水が500億dから586億dで、あるのにたし、して，都

市用水（工業用水，発電用水，上水道用水）は， 178億IIーから562億ffilと3倍以上に増

加することが予測されているヘダムの建設では，この水需要の増加に追いつけない。

そこで，目をつけたのが農業用水なのである。つまり，高度経済成長による水需要の

増加に，できるだけでっとり早く ，できるだけ安上りにこたえようとしている。これ

が現在いわれている「農業水利合理化」なのである。農業水利権に及ぼす影響は，非

常に大きい。

慣行に基づく農業水利権は，水にたいする所有権といった抽象的な支配権ではな

く，水を利用するという具体的な用益権であり， したがって，その利用は，必要量の

範囲にかぎられ，これをこえることはできない，と解されている。農業用水がむだに

使われている，といわれているが，土地改良がなされていないために，かけ流しにし

ているとか，水路が舗装されていないために，漏水が多いということはあるが，むだ

に使って捨てるということは，ふつう，あまりないであろう。なぜならば，農業用水

は，ためこんでおくわけにはし、かないし，かえって，一度使っても，また河川に還元

され，反復利用しているのが実情である。また，都市化などにともなって，農地が減

少し，米の生産調整によって，作付面積が減ったため，相対的に水の利用が少なくな

る，とわれているが，計算どおりにはいかないだろう。 農地が10パーセント減ったか

ら，農業用水が10パーセントうくとはかぎらない。水田は減っても，畑地かんがいが

すすめられれば，農業用水が余る，とはいえないだろう。生産調整は，昭和48年まで

で終わったから，また水田が増加することになろう。都市化によって，農地が減った

といっても，都市計画や宅地造成が無計画，無秩序になされている場合が少なくない

ので，都市のなかに農地が点在したり，農地のなかに住宅団地ができたりして，その

ために用水路が分断されて，かんがいがで、きなくなった水田もある。そのうえ，工場

が建設され，その廃液によって，河川や用水路が汚染され，かんがし、が不可能になっ
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た場合も多い。このように，都市化によって被害をうけているのは，むしろ農業であ

る，といえよう。『建設白書』などでいっている農業水利の合理化は，妥当である，

とはいえない。

農業水利問題研究会「都市化過程における農業水利一一中間とりまとめ一一」（昭

和45年8月）6）は，農業水利の合理化について，つぎのように述べている。「農業用水

も都市用水も，新古の別はあっても，同じ河川を流れている水を分配しなければなら

ない立場にある以上，しかも，都市用水のほうが新規参入者である場合に争う態度を

とるのでは問題は片づかないJ。「現段階においては，計画的な都市化を実現するため

に，地価対策，都市計画，社会生活，環境整備等と関連づけながら，既存農業用水と

協調できる都市用水計画を立案しなければならないJ。水利の諸費用については，「新

規参入者は，上昇する生産費の負担を余儀なくされる。これが原別である。このこと

は，新規参入者が水需要がなお緊迫しなかった時代に成立した古い水利用体系と調Eを

する場合にも，適用されてしかるベきであろう」。「農業水利施設計l閉することによ

って新規の水利用が可能となるならば，新規参入者は，この資産に基づく効果に対し

て負担するのが当然である」。「このような考え方に立たない限り，古くからの利用者

が水利を合理化する動機は生まれなL、」。行政庁は，「農業水利の合理化に当たっては，

農業，農村の社会経済的動向に深い理解をもち，農業生産，農業経営のあるべき方向

を検討しながら，これと密接な関連においてとるべき措置を定めていく必要がある。

こうした配慮、を行なうことなし不完全な調査結果に基づき，あるいはもっぱら公権

的な力により，性急な措置を試みることは，単に効果を上げ得ないだけでなく，無用

の混乱を招くことになろう」。

慣行に基づく農業水利権は，既得権として，常に尊重されているならば，問題はな

いが，従来の経過からみて，高度経済成長のもとにおいて，それが期待されるとはか

ぎらない。かえって，建設省などのいう「農業水利合理化」の名のもとに，農業水利

権が侵害されるおそれがある。同じ水争いでも，水利集団のあいだではなく，資本や

権力が対象となっている場合には，前掲の長野地方裁判所判決にみられるように，裁

判所までが，従来の私権説をすてて，公権説に傾斜してしまい，農業水利権が侵害さ

れている。

慣行に基づく農業水利権は，法例第2条によって法律と同ーの効力を有する，とさ

れているが，これが常に保障されている，とはいえない。農業用水の多くは，慣行水

利権であるのにたいして，工業用水， 上水道用水は，許可水利権であるから，両者が

競合する場合，農民と資本の力関係，河川を管理する行政庁の見解などからみて，農

業用水は，決定的に不利である。農業用水を権利として確実に保障するためには，農

民の側にたって，農民の利益となるような本格的な水利法を制定し，そのなかで，明

確に，物権として構成すベきである，と考える。
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以上のように，いくつかの間題があるが，それを解決しないまま，「農業水利合理

化Jがすすめられている。国の直営あるいは水資源開発公団などによって，大規模な

農業水利事業が行なわれているが，これも，その一環であるよ うに思われる。高度経

済成長政策は，農業水利事業に大きな影響を及ぼしている。大規模な農業水利事業に

よって，取水口が合口され，取水ダムができ，水利施設が近代化され，水の効率的利

用がはかられようとしている。この結果，農業用水と して，従来と同じ水量が確保さ

れれば，いちおう問題はないであろう。しかし，濃尾用水，木津用水などにおいて

は，従来の水量より少なくされたり，末端の水田においては，給水がじゅうぶんでな

く，一部，番水制がとられているところもあるという。 これでは， 農民が，大規模農

業水利事業の利益をうけているとはいえないであろう。大規模農業水利事業は，農業

用水を抑制して，工業用水，上水道用水をうみ出す手段として行なわれたような結果

となっている。霞ヶ浦では，いわゆる再開発事業が水資源開発公団によって，行なわ

れているが，これは農業水利事業というよりも，鹿島臨海工業地帯の工業用水を確保

することがねらいである。水資源開発公団の農民にたいする態度は，かなりきびしい

ものとなっている。農民が，たまたまパーチカルで霞ヶ浦から揚水していたところ，

水資源開発公団の職員から，水利権があるのか，なければ，排水路の水は使ってもよ

いが，霞ヶ浦から揚水してはならない，といわれた。霞ヶ浦再開発事業がはじまる以

前は，揚水しても問題はなかった。この事業が農民の水利用を制限する結果となって

し、る。

用水路は，明きょになっていることが多い。濃尾用水，木津用水などもそうであ

る。明きょになっていると，工場廃水を流込む格好な水路となっており ，濃尾用水，

木津用水などは，汚染がひどい。慣行水利権に基づいて取入れた水については，たん

に具体的な用益権にとどまらないで，所有権が成立している，と考えられる。したが

って，これを汚染することは，いっそう問題である，といわなければならない。 しか

し，これにたいして，防止策も，損害賠償の誇求も，とりあげられていない。汚染防

止のためには，陪きょにしたほうがよい，と思、う。そうすれば，危険防止にもなる。

大規模農業水利事業がすすめられるにあたって，合口が行なわれることが多い。濃

尾用水，木津用水なども，合口された。合口とは，従来，水利集団がもっていた取水

口をいくつか合わせて，一本化することである。これは，たんに技術的な問題だけで

なく ，農業水利権がかかわっている。慣行に基づく農業水利権は，ふつう，各水利集

団に帰属している。合口によって，農業水利権は，どのように構成されるであろうか。

つぎのようなことが考えられる。第 1は，合口が行なわれても，農業水利権には影響

がなく，従来どおり ，各農業水利集団に帰属している。第2は，農業水利権は，1つ

となり，各農業水利集団の共有となり，それぞれ従来の水量に応じた持分を有するこ

とになる。第3は，農業水利事業を行なった国または水資源が新たに河川法によっ
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て，許可水利権を取得し，従来，各農業水利集団がもっていた慣行水利権は，消滅す

る。農業水利権私権論の立場からいえば，とうぜん第 lであり，考え方を多少変えて

も第2である。国は，第 3の見解をとっている。

国の見解は，事業主体が権利主体となる，という発想から出ているようである。た

しかに，事業主体が権利主体となる場合はある。たとえば，日本住宅公団や民間ディ

ペロッパーなどが土地を取得し，宅地造成事業を行なったような場合は，造成地の所

有権は，これらの事業主体に帰属し，それを分譲したり， 賃貸したりすることは，自

由にできる。従来，用水施設がないところに，国や水資源開発公団が農業水利事業を

行なって，水利用ができるようになった場合は，国や水資源開発公団が権利主体にな

ってもよいかもしれない。しかし，農業水利合理化事業の場合は，まったく事情がち

がう。もともと，えん堰，取水口，水路，その他の用水施設があり，これらによっ

て，水利用がなされ，その慣行に基づいて，農業水利権が成立していた。取水口を合

わせて，一本化したことによって，権利主体が変わってしまうということには，承服

できない。農業水利合理化事業は，農業内部の要請とい うよりも，工業用水，上水道

用水などをうみ出すための外部からの要請によるものであるから，なおさらのことで

ある。農業水利事業の場合，新たに行なった場合を含めて，事業主体が権利主体とな

らなければならない必然、性はない。むしろ，権利主体は，利用者集団に帰属させるべ

きである。それなのに，農業水利合理化事業を契機として，国や水資源公団が権利主

体となっていることの背景には，河川を国家権力の支配のもとにおくという，明治以

降，一貫した政策がある，と思われる。

河川を恩家権力の支配のもとにおこうとする政策にと って，農業水利合理化事業

は，絶好の機会なのである。慣行水利権は， 河川の支配を貫徹しよう とする国にとっ

て，邪魔なのであるから，これを整理するか，許可水利権に転化させたいわけであ

る。農業水利合理化事業によって，工業用水や上水道用水をうみ出したうえ，許可水

利権にして，しかも国や水資源開発公団がにぎってしまうのであるから，固にとって

は，たいへん望ま しいことである。

国は，慣行水利権を強制的に取上げてしまうわけではない。慣行水利権を消滅させ

るについて，なんらかの手続をとっている。ふつう，国は，農業水利合理化事業をす

すめる場合，土地所有者などの 3分の 2以上の同意、を必要とするから， これによっ

て，慣行水利権を消滅したものとして取扱っているようである。農業水利合理化事業

は，公告され，閲覧の機会もあるので，向~·；していない者にたいして も ，効力がある

という。しかし，農業水利合理化事業によって，必然、的に慣行水利権力：消滅する，と

断定できないように思われる。農民の側でも，慣行水利権が消滅するとは意識してい

ないであろう。したがって， 農業水利合理化事業の申請によって，慣行水利権が消滅

する，という取扱いは疑問である。
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農業水利合理化事業の主体が，慣行水利権を消滅させるにあたって，権利者個人の

同意をとったり ，慣行水利権の主体である土地改良区などから，慣行水利権の譲渡を

うける手続をとっている場合もある。事業の申請だけでよいとするよりも，慎重では

あるが，これだけでよい，とは考えられない。前述したよ うに，慣行水利権は，入会

権に類似した権利であるから，その消滅ないし放棄については，入会権に準じて解す

べきである。入会権の消滅ないし放棄については，入会権に準じて解すべきである。

入会権の消滅ないし放棄については，入会集団の総会において，権利者全員の同意、が

必要であるというのが，定説になっている。慣行水利権についても，同様な手続がと

られなければならない，と考える。

慣行水利権を消滅させる場合，補償は，ほとんどされていない。同じ水量が供給さ

れるのであれば，その必要はない，というかもしれない。 しかし，従来の権利が消滅

し， 取水の形態が変わるのであるから，補償すべきである，と考える，戦後の漁業制

度改革においては，従来の漁業権を消滅させて，新漁業権に再編したのであるが，補

償された。漁民は，漁業制度改革以後も，物権と規定された新漁業権に基づいて，漁

業をつづけながら，旧漁業権の補償をうけたので、ある。農業水利合理化事業におい

て，農民は慣行水利権を消滅させられて，たんに配水をうけるだけになったのに，補

償がなされていない。これも，妥当ではない。

慣行水利権が消滅し， 国や水資源開発公団が許可水利権の主体となった場合，農民

が配水をうける権利は，どのようにみるべきであろうか。これについての国の見解は

明らかでない。少なくとも，物権ではない。そうすると，国や水資源開発公団にたい

して，配水を請求する権利，すなわち，債権という ことになるであろうか。債権は，

ふつう，契機によ って成立するのであるが，国や水資源開発公団と土地改良区などの

水利集団との聞に配水についての契約が締結されているであろうか。国は，ふつう，

権力者の立場で，このような契約を締結しないで・，申請にたいして許可という形態を

とっている。配水についても，このような形態をとるとすれば，農民の権利は，債権

以下のものとなってしま う。あるいは，権利とはいえないものになってしまう。この

ような場合にも，農民は，国や水資源開発公団を信頼すればよいであろう ，とい うか

もしれない。農民にとって，国や水資源開発公団は，信頼しうるものであろうか。

農民の配水をうける権利が債権であると しても，いろいろな問題がある。債権は，

排他性がないから，水利用が競合するような場合に，必要なだけ配水をうけられな く

なるかも しれない。また，配水をうける権利が侵害された場合，物権とされている場

合よりもその回復請求が困難になろ う。農業用水が工場廃液によって汚染されること

が多くなっているが，水利集団や農民は，加害者にたいして，直接，差止め誇求や損

害賠償請求ができるであろ うか。許可水利権の主体である国や水資源開発公団に依頼

して，請求するほかないであろうか。この場合，国や水資源開発公団は，この依頼に
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こたえてくれるであろうか。

農業水利権が物権として構成されていれば，法定であろうと慣習であろうと，直

接，加害者に請求できることは，い うまでもない。

以上，述べたと ころから，農業水利権は，慣習法上の物権として構成し，現に水を

利用している集団ないし個人に帰属させるべきである。農業水利合理化事業を実施し

た場合にも，同様で、ある。事業主体が権利主体とならなければならない必然性はない。

合口した場合にも，権利を一本化する必要はない。各水利集団に帰属させても，さま

たげないだけではなく ，それが望ましし、。

慣習法上の物権から一歩すすめて，本格的な水利法を制定し， そのなかで，物権と

して位置づけることが必要であろう。農業用水は， 工業用水，上水道用水に比較し

て， ~~~、立場にある。~~い立場にあるものを，擁護することが，本来の立法であろ

う。この基本的な方針が確認されれば，物権としての公示方法などについては，容易

に決定できるであろう。

農業水利権を，慣習上あるいは法律上の物権と して構成しても，その内容は，水を

利用する具体的用益権であるから， 必要な水量だけを利用する権限を有するにとどま

る。その必要水量に余裕がで‘きた場合には，譲渡することができるが，必要以上に取

水して自由勝手に処分することはできない，と解される。水の需要は，増加してお

り，とくに上水道用水は，人民の生活に不可欠であるから，その供給のためには農民

も協力すべきである。
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