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世界の水法 CI ) 

一一比較水法の主義と方法一一

三本木健治

I .比較水法の意義

1 「法律家とは，自分の国以外のすべての国の法律について，少ししか知っていな

い人間で、ある」という英国のボーエン卿（LordBowen) のジョー夕日は， 多少穏当

な表現にして，「知らなくとも済む職業にある者である」 と言い換えてもよい。 この

ことは，かつて七つの海を制圧し，世界言？となった英語の普及を背景にして，工業製

品のみならず制度文化の面でも輸出超過を続け，法律学を含む多くの分野において名

誉ある孤立を保持して来た英国の特殊事情かというと，必ずしもそうではなし、。例え

ば，自然科学上の発見は，直ちに人類の共有財産となり得べきものであるが，どこか

の国で何時どのような法律が成立したとL、うようなことは，ほとんど話題にもならな

い。筆者の知る限り，ここ数年来の外国の水立法に関して新聞報道が大きくなされた

のは，昨年夏の英国の渇水法案（DroughtBill）のみである。 また，当然のことなが

ら，芸術は国境を知らないと言われるのに対し，法規範は，その適用地域，最終的に

は国境内の領土主権が存立の基盤となるのである。日常の必要をこえてまで外国法の

研究とし、う密林の中へ迷い込むことがあろうか。仮に日本語が世界語となるのであれ

ば，四面海に固まれた英国と同様に，外国の文物の一方的な輸入をする必要がなくな

るのではないか。

2 明治年間の民法編纂過程において，｜日民法はナポ レオン法典を，現行民法はドイ

ツ民法第一草案を，それぞれ範例としており，これらの母法はいずれも世界法たる古

代ローマ法から多くを継受している。一例を挙げれば，古く紀元前5世紀の12表法に

瀕るといわれる雨水阻止訴権（actioaquae pluviae arcendae）の制度は，多）同地方に
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おいては治水の基本，寡雨地方においては利水の基本となりつつ，永い歴史を経て，

我国の民法に流入している（民法第214条， 215条， 216条等）。また，公法の分野にお

いても，ローマ法の理論構成（例えば公共の水流の窓義）は，中世 ・近代のヨーロッ

パ大陸法制を経由し，間接的に我国に継受されている。殊に従来の我国の法律学は，

ドイツ法学の圧倒的な影響の下にあり， ドイツ法の研究は，単なる外国法というより

も母法とされるものの研究であったのである。

かくして，文明開化の意気に燃え，進取の気象に富む明治時代の先駆者連は，ヨー

ロッパ諸国の行政法理論を広汎に吸収し，数多の行政法規を世に送ったが，明治29年

の旧河川法についてみれば，現行民法（総則，物権，債権の各編）に先立つこと僅か

19目前に公布され， フランス水法に2年， プロイセン水法に 17年， それぞれ先がけ

て，我国の近代的水法制度の基となった。また，大正10年制定の公有水面埋立法は，

独立した法律としては他に類を見ないものであるが，その中には関係権利者の同意手

続，競願の処理基準，補償裁定手続など，西欧の法理論の成果をとり入れて，当時と

しては驚嘆に慨するほどの高い水準にある法律であった。

また，~後の我国の社会経済面でアメリカナイ ゼー ションが広汎に見られたことと

並行して，英米法の理論と実務成果が大幅に導入された。判例法を中心とするコモン

ロー上の沿岸権，州政府の許可に係る優先専用権，連邦政府の権限拡大による保留水

利権などの制度が，新たに水問題の解決のための視座を与え，有効かつ合理的利用の

原則（principleof beneficial and reasonable use）などの翻訳語は，我国の水資源関

係者の共通語ともなった。また，訴訟技術の面では，訴えの利益，攻撃 ・防禦の法廷

ルールなどの範例を提供し，さらにこれに対応して，計画の公開 ・住民参加などの行

政計画 ・行政手続の整備についても，英米法の動向に示唆されるところが大きし、。新

たな立法作業に際しては勿論のこと，一つの政策課題が論議の絡につくや否や，アメ

リカではどうなっているかと聞かれるのが，戦後の復興と高度成長の時代的傾向であ

った。

3 ひるがえって，欧米法制度の大幅な継受 ・流入以前の所謂固有法 【補注1］，例

えば，明治5年の田畑永久売買の禁制解除によって土地と水が経済財として分離する

以前の永い歴史にわたる日本の法制はどうであったかというと，そこにあっても，仏

教文化 ・儒教文化の伝来とともに，府唐 ・宋明の制度をはじめとする中国法制の影響

は多大なものがある。 ちなみに， 18世紀のそンテスキュー（Montesquieu）をして東

洋の野蛮国とI嘆かしめた苛敵極まる刑罰規定 ・刑事手続などが，古来の固有法であっ

たとは，信じられない。

しかしながら，現代の欧米比較法学者の目から見ても，今なお日本は，中国法を母

体とする国であるとする者があり，アジア法圏の範囲から社会主義法圏を7JIJに独立さ
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せる考え方と併せて欧米人には理解困難な明謂極東法圏の一部を形成する国であると

する者があるなど，その評価は未だ定まったものがない。その理由として，筆者の理

解するところでは，日本人の法生活にあっては，成文法や判例は，社会関係の一つの

範例として別の次元で尊重されるという現象が多くの場合に見られ，本質的に我々

は，近代的な政治，経済，社会機構の Fにはあるが，個人主義的であるよりも共同体

的に権利を行使し，義務を履行するとし、う特徴，また，西欧流の法制は整備されてい

ても，個々の具体的事案の解決を直ちにこれに訴えてすることをせずに，融和的に物

事を処理するという特徴を有している民族であるからである。

我国の文化は，歴史的にも，現代の断固においても，衣食住 ・学術文芸諸事百般に

わたり，多種多様の渡来文化の複合体を成している。従って，無意識裡にこれらの影

響を肌で感じることよりは，明確な視点に立って，育成し，または批判すべき諸側面

の検討を行うことの方が望ましい。外国法制jの比較研究は，まず第一に，自国の現行

法の置かれた位置を認識することに意義かある。この意味での比較法学は，歴史法学

・法社会学などの要素を包含するものとなろう。

【補注1】

古事記巻頭の神生みの伝説に見えるオオワタツミノカミ（海洋を司る），ハヤアキ

ツヒコノカミ ・イモハヤアキツヒメノ 1・ミ （水門すわなち河口を司る）， アワナギ

ノカミ ・アワナミノカミ（戸J・海に宿る）， ツラナギノカミ・ツラナミノカミ （水

面に宿る），アメノミクマリノカミ ・クニノミグマリノカミ（水の配分を司る），ア

メノクヒザモチノカミ ・タニノクヒザモチノカミ（水の汲上げを司る）という整然、

たる神々の系列は，あるいは我国の国有法の原型であるかも知れない。水の管理に

関してこれほどの完備した体系をもっ神話は，世界に全く比類がない。神話Ii民族

の生活事実に係る古代的記憶のエッセンスであると考えるとき， ミズホノクニの大

昔には，古今稀なる水法の秩序があったことをしのばせるものである。

4 次に，上述の認識の基盤に立って，より実用的な面での外国法制の研究は，立法

作業および国内法解釈運用に際して， 関心が向けられる。 この場合，「真理の学校

( ecole de verite）としての比較法は， 諸解決の倉庫（Vorratan Liisungen）を拡張

し，かつ豊かにして，それぞれの時とそれぞれの場所におけるよりよい解決（bessere

Liisung）を認識すべき機会を，批判的な観察者に提供している」といわれる2）。それ

は，「世界の諸体系には， たといし、かに恕像力に富んでいても自国法体系の限界内に

捕われている法律家がその短い人生において考え出しうるものよりも必然、的に多くの

ことが，そしてそれらの体系が種々様々に発展してきた結果として，一層内容豊富な

諸解決が現われてきたからであるJ3)とされる。その反面，「互に地球の反対側にある

国々において，また異なる歴史的発展過程にあって，人々は，事前に情報を交換する
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ことなしに，そJ)遭遇する水問題に関し，類似の情況下では同様の解決を行ってい

る」ことを見出して，国際会議等において，それぞれの縫信を深め合うこともあるへ

立法作業において主要な外国法制を参考にした例として，新河川法については，次

のものが記録に残されている日。

11) 米国連邦水力法（1920年）

(2) カリフォノレニア川水法典（1943年）

(3) 合衆国洪水防禦関係法

(4) 首都管理法（テムズ川洪水防禦）改正法（1879年）

(5) 英国水法（1945年）

16) プロイセン水法（1913年）

(7) 西独連邦水管理法（1957年）（記録では， Wasserhaushal tsgesetzを「利水法lと

訳しているが，治水および汚染防止に関する規定を含む総合水法である。）

i8) フランス1898年水法（記録では 「治1.Kニ閥スノレ1898年法Jとあるが，民法改止規

定および利水に関する規定を含む総合水法である。）

(9) オーストリア水法（1934年）

(10) オーストリア水法（1959年）（記録で、は羽Tasserrechtgesetzの忠実な訳語として水

権法とあるが，水に関する権利義務を規律する法律というほどの意味て‘あって，

W assergesetzというのと大差はない。）

(11) イタリア，水および電気設備に関する統合法（1933年）（統一水法典）

同 スイスベノレ‘ノ州水利法 (1907年）

また，近年の地下水総合立法の検討に際しては，西ヨーロッパ諸国の地下水法制，

特に西ドイツ（前記（7）および各州水法）， フランス（1935年の「地下水保全に関する

デクレJ, 1964年の「水の管理および配分並びに汚染防止に関する法律」〉， スイス

(1950年のへノレン州水利用法， 1971年の連邦水保全法），イタリア（前記仙の統一水法

典）などの立法例が参照された日。

5 1900年，パリ万国博覧会に併せて開催された比較法国際会議において，フランス

のランベール（D.Lambert）が行った定式化によれば，「比較法は， 同等の文明の段

階にあり，同等の経済の形態をとる諸民族を互に引離す諸立法の偶然的相違を漸次消

去すべきものである」；）とされる。何を以って同等とするかについては，文明史的お

よび経済史的に大きな問題があり，比較法の方法論としても，改めて考究を要するも

のであるが，何らかの偶然的相濯が生ずることは事実である。また，ある時期にそれ

自体は必然性をもって成立した法規であっても，一般的には成文；化に伴う硬l在化，特

殊的には事情の変化に即応しなくなるという形の硬直化が見られることがあるへ

そのような場合，新たな立法作業を待たずとも，国法体系において許容される限り
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で，柔軟な解釈運用がなされるべきであるとすれば，ここにも比較法の機能すべき分

野がある。この函に関連する若干の論点として，次のようなものが考えられる。

!1) スイス民法第 1条は，裁判官が外国の法典および学説を補助手段として援用する

ことを認めるものであるといわれるが，一殺に所謂「条理」に関して，外国法ない

し外国法学が入りこむ可能性があるのではなし、か 【補注2]0 

(2) 国際司法裁判所規程第38条 l項C号において、法源として承認されている「文明諸

国により認められたる法の一般原則」は，そのような条理の内容となりうるか。そ

の場合に，何を以って文明国とするか。

¥3) そのような条理は，権力的行政作用に関しでも成立するものか，あるいは私ノ、問

の非権力的関係にのみ妥当すべきものか＇＞.，

これらの点は，立法作業における比較法研究のように特定の目標をもたない，いわ

：£日常的な比較法研究が実用的意義を有するかどうかの窮極的判断のために，重要で

あると思われる。例えば，現行民法における水に闘する相隣関係，地役権などの規定

は，極めて素朴な内容のものであるが，具体の事案に関し，その間隙を埋めるものを

何に求めるかなどの問題においてである。

【補注2】

明治初年に訴訟事件が大量に発生した結果， 明治8年 6月8日太政官布告第 103

号裁判事務心得が制定された。その第3条に，「民事の裁判に成文の法律なきもの

は習慣に依り習慣なきものは条理を推考して裁判すベし」とあるのは， 1907年（明

治40年）制定のスイス民法に30余年先立つものである。ここにいう条理とは，日本

古来の伝統的な法感情を考えているものとする見方と，ヨ ーロッパ的な合理主義を

尊重するものであるとする見方がある。ちなみに当時の実例として，「従来我国に

於て民事上の書議に関する法律規律なきそ以て本職は本訴を審理し之が判決を与う

るに当て専ら泰西の法埋に拠り之が説明~！＇.＂与う るを穏当なりと思慮す－－成文法な

きときは外闘の法律を参照し其条理と認むるものに依り判決す」とした横浜始審裁

判所の判決がある。

6 最も宏壮な：官、義における比較法研究の目的は， 人類共通法（droitcommun de 

l’humanite），すわなち世界法の準備である，あるいは同ーの文明の水準に到達した

社会の必要に応じうる諸法原則から成り立つ国際共通法（internationalcommon law) 

の創造であるとする考え方がある山。この.＞！？，、に関連して，古代ローマの市l民法（固有

のローマ市民を対象とする）と万民法（異民族をも対象とする）の区分にあっては，

自然、物たる水に係る法的諸原浬は，本来，後者の範障に属するものであったことが怨

起されるべきである。 世界法の如きものは，「今日行われる ことなく， おそらく明日

も行われはしないであろうが，われわれは，比較法によってその構築にたずさわらな
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ければならない」11) と1900年にランベールとサレイユ（R.Saleilles）が述べて以来，

多くの努力が重ねられた。

例えば，国際河川の水利用に関しては，数々の国際的な宣言 ・決議を経て， 1966年

のヘルシンキ規則（theHelsinki Rules）の採択に至ドペまた1967年以降当時のエ

カフェ地域諸国の共同研究の成果として，各国の水法典起草のための模範法典ともい

うべき体系的なガイドラインが1973年に公表されたω。また，最近にIt, 1976年のカ

ラカスでの国際会議において，水の世界法（elDerecho Mundial del Aguas）が提唱

され，同時に各国水法の指向すべき目標として，数々の法理念を体系化した勧告が審

議採択された1'）。勿論このような普遍化，同型化に対しては，比較法学者の 中から

も，国民のメンタリティに差異がある こと，伝統に深く根ざした慣習があるこ と， 諸

法律制度の構造や法技術が多種多様であることなどを主張した批判がある日〉。従っ

て，普遍的に妥当とされるものに加えて，それぞれに最良のヴァリエーションがある

べきことを許容するものでなければならない。

そのような面での具体的かつ現実の経験としては，各州、｜の強い伝統と 自治権の下で

生成した 119の水法を連邦法のもとに統一し，その基本的枠組みの範囲内で各州の独

自性を生かしている西ドイツ連邦水管理法の実例，アメリカ法律協会（AmericanLaw 

Institute）が各州の現行法中の有力で妥当なものを採用し，学説的見地から修正を加

えたものが，立法改革に実際上の権威を有するものとするリステイトメンツ（Restat 

ements）の例などがある。比較法的考究に基づくこれらの経験は圏内法としての統一

の過程に生れたものではあるが，元来西ドイツは11の国家（Lander），合衆国は50の

国家（states）の集合であるという点からすれば， その成果は高く評価さるべきであ

り，将来あるべき世界法の実現の上で，大きな示唆を与えるものである。

7 上述のような実定法的 ・実用的目的のほかに，誰しも参加することができ，また

高度の学問的成果ともなる，純粋な知的興味ないし地理的 ・歴史的興味の充足を目的

とする比較法の行き方がある。海外での居住 ・旅行の経験者に限らず，外国の文物に

興味を有する者は，何らかの形で， i法制度の比較を行うことがあるであろう。これを

集大成し，原理を探究して意味づけを与え，諸制度間の有機的な関係，場合によって

は絶縁関係を認識するに至れば，それは立派な比較法研究である。この観点から比較

法研究は，素朴な好奇心を母とするということができる。

かつてモンテスキューは，「法の精神」（Del’esprit des lois）の冒頭に，「最も広義

における法とは，事物の自然、に由来する諸々の必然、的関係であり， この意、味におい

て，あらゆる存在はその法を持つ。」と述べ， 多くの国々の風土 ・国民性による法の

顕現形態を比較検討している。しかしこの知的興味は， 19世紀の国民国家の生成過程

で，専ら諸国の制度の独自性が強調される方向に偏したが， これに対しイエリング
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(R. von Jhering）は，「ローマ法の精神」（Geistdes r6mischen Rechts）において，

「学問的境界は，政治的境界と一致し，法学は，国土の法学（Landesjurisprudenz)

となってしまった。…・しかしそのような垣根をとび越えて，法学が極めて長い間有

していた普遍法の性格を，比較法学という別の姿で今後永久に確保するということ

は，ただ法学そのものにかかっている。J＇引と述べている。

外国の事物を学ぶ際に，個別化にのみ止まることは，これを正当に評価するもので

はない。古来，人間生活の最も基本的な関心事の一つで、ある水に関しては，水と文

明，水と経済発展，河や湖と人間居住環境などの面で，多くの考察がなされており，

そのような知的興味が，水の制度比較を魅力ある研究対象とする最大の刺激となって

いると言っても過言ではなし、。これらを単に断片的な知識とせずに，一つの体系に綜

合することは有意義なことであるが，そのような一大事業の成否に拘りなく，関心を

持たれるすべての人々に，「比較水法のすすゐ」を申し上げたい。

II.比較水法の方法

8 一般に慣用されている 「比較法（comparativelaw）」とは，奇妙な用語である。

幾つかの法制が比較研究された結果得られるものは，現行法のよりよい認識，立法作

業上の範例，現行法の解釈運用上の示唆，国際統一法ないし模範法典，知的興味の充

足などであって，比較法という名の通りの実体的なものがあるわけではない。従っ

て， 「法の比較（Rechtsvergleichung）」， 「比較する法学（vergleichende Rechtswis-

sense haft) j などの手続的 ・方法論的性格そ示すドイツ流の用語の方が正しいとも云

えるが，本稿では，慣例と筒潔さを採用して「比較水法」の語を用いる。

また，比較法と外国法研究とが同義のものとして一般に用いられている。厳密に云

えぽ．一国の法制研究に止まるものは，比較法ではないが，外国の法制を紹介すると

いうことは，多かれ少なかれ自国法との比較の契機となるものである。同時に，諸外

国の法制のみを比較することが，比較法の名に価しないということも云えない。いず

れの場合でも，比較すべき体系の数および日国法との関連の如何は，その得られる比

較の価値には，本質的に影響するものではない。

更にまた，比較の字義通りには，旧法と現行法の聞の比較も含まれるが，慣例とし

てそれは単純な法制史上の問題とされている。しかしながら，すでに実定法としての

効力を失った外国法で、あっても，それが他の国においてなお現代的意義をもつもので

あれば，比較研究の対象とする価値がある《

「世界の水法」として怨定さるべきものは， あらゆる可能な意味での外国水法の叙

述であり，それはすわなち比較法の応用分野としての比較水法論である。

比較とは，端的に言えば，いずれが理念的 ・機能的に優れているかの発見の手続で

ある。その際特に留意すべきことは，優劣の判断は，仮に政策的には絶対のものであ
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っても，法理論上は相対的価値を有するものと考えるべきであるということである。

欧米諸国聞の比較にあっては勿論のことであるが，つねに宗教的権威にてらして妥当

性が衡られて米たイスラム慣習法にあっても，学説そのものが宗教的権威であり，学

派すわなち宗派（スンニ一派，シーア派等）がイスラム諸国聞に複雑に分布してお

り，かつ，互に尊重し合っている。また，最も望ましい法制が模範法典として成之：化

された場合で、あっても，その素材となるものは，過去にあり，現にあり，または将来

あり得ベき法規範であって， これを綜合したものに，可能な限り の永遠性を保持させ

たいと願っても，それはやはり特定の時代的特徴を有することを免れ得ないのであ

る。

9 あらゆる可能な意味での外函法の叙述は，途方もない仕事である。これに緊街な

構成を与え，比較可能なものとする必要がある。

( 1 ) 記述的方法

(a) 国別研究 ：主要な法圏における母国法または独得の体系を有している閣につい

て，立法，判例，慣習，学説等を包括して記述することは，異．なる世界の法理念・法

実践の理解に資する重要な資料となる。この例としては，板橋郁夫教授の米国水法研

究（成文堂，昭和41年）のほか，各国の水法研究者による外国のカントリー ・スタデ

ィが多数ある。

(b）一覧比較主要な項目ごとに各国の現行規定を分類して記述することは，法典

構成の比重，規定内容の優劣 ・精粗，法の不備 ・欠陥を一日で把握することを可能に

する。この方法は， FAOの法制部が多年にわたって手がけており，すでに“Ground-

water Legislation in Europe (1964）ヘペ九TaterL呂ws in Moslem Countries (19 

73）ぺ “Water Law in Selected European Countries (1975）”などが公表されてい

る。

( 2) 分析的方法

(a）単純設問 ：世界各国の法令の規定内容を全面的に分析することは至難のわざで

あるゆえに，特に必要となるものは，適切なテーマないし作業仮説の着想である。こ

れはしばしば，最も素朴な疑問の形で提示されうるものである。例えば「地下水は誰

のものかJ，「潟水に際してどのような権限が発動されるかJ，「上流と下流の利害はど

のように調整されるか」など。問題提起がシンプルで、あるほど，分析の手段と結果は

見通しやすいものとなろう 。

(b) 構造比較：各国の法律制度の比較が完壁なものとなるためには，地理風土，行

政機構，財政経済，社会構成などの最も基本的な指標をつねに念頭に置いた機造的分

析が必要である。自然物である水の制度は，本来普遍的性質を有するものであって，

これらの側面からの影響はむしろ少ない部類に属するものではあるが，実定法の法技
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術的・手続的規定形態は，多分にこれらの面でのヴァリエーションを有している。

( 3) 批判的方法

(a）法典注釈 自国の法典を注釈する際に外国法の規定を比較参照して，その法規

範が置かれた位置の認識を深め，あわせて将米の立法改革の望ましい方向が示唆され

ることがある。戦後の我闘の総合的水法体系当としては唯一無二のものである金沢良

雄教筏の「水法」（有斐閣，昭和35年）におし、ては， ドイツ， オーストリア，英国お

よび米国各州の水法規定と水法理論が広汎に参照されている。

(b）模範法典 一つの模範法典にてらして同連範囲の実定法の改革または解釈運用

につき比較参照を可能ならしめることにより，望ましい方向への示唆がなされること

がある。前述の西ドイツ連邦水管理法を所管する連邦内務省、は，各州、｜水法の特色の公

平な評価 ・批判の任に当っており，同係にへんシンキ規則その他の国際決議による

ものも，それが位界の共通認識であるという点で，批判的比較法の大きな拠り所とな

るであろう。

ill. パレンシア会議の成果

10 1975年 9月，地中海に面するスベインの市首15バレンシアで開催された 「世界の水

法制度に関する歯際会議（InternationalConference on Global Water Law Systems, 

ICGWLS）」は， 1976年 2月にベネズエラの首都カラカスで開催された国際水法学会

(Asociaci6n Internacional de Derecho de Aguas）主催の［水法および水行政に関す

る第 2回国際会議（AIDAII）」とともに， 1977年 3月アルゼンチンの保養地マール

・デノレ・プラータにおいて開催される 「国連水会議（United Nations Water Conf 

erence）」を実りあるものとするために，特別に企画された水法学者および関連分野の

専門家の会議であった。 ICGWLSと AIDAEは， 相互の連携のもとに，機能の分

担を図って，前者は，世界の主要な水法制度（日本とドイツは参加しなかった）の比

較研究を行うこと，後者は，これに基づき，主要な水法制上の課題について討議し，

国連水会議に対する勧告を行うことを，それぞれの重点目標としたものである。

ノミレンシア地方は， ローマ，ゲノレマン，イスラムの三つの文化が図らずも交流した

地点に位置する。そこでは，水の供給・ 管理のための効果的なシステムと，水紛争を

筒略かつ低廉に解決するための古来独特の制度，いわゆる水裁判所（theTribunal of 

Wat巴rs）の制度がある。また，この地には， l通際水法学会の名誉総務ヒセンテ ・ヒネ

ノレ l·~t土（Dr. Vicente Giner）が在住しており，この会議を成功に導くために尽力され

たものと思われる。

以下に紹介するものは， AIDA E において，アメリカ合衆国のショージ ・ラドセ

ヴィッチ博士（Dr.George Radosevich) が行った ICGWLSの概要報告の中から，

比較水法の方法論に主として関速する部分主どさらに要約し，これに若干の補足を加え
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たものである。

11 パレンシア会議の第一の目的は，各国が水資源を管理・規制するための手段とし

ての，特別の水条件または利用目的に応じて独特の様相を有している諸水法制度を，

統一的なフォームによって体系的に記述することにあった。第二の目的は，水法の機

能および生成に関連するパラメーターとしての，水資源の利用 ・管理の技術的，社会

的，経済的側面を探究することであった。最終の，最も重要な目的は，最適の水法制

度の選択を，現代の状況にてらして検討するための方法を開発することであった。

この目的のために選ばれた法制度は，次のとおりである。

(1) イスラムおよびヒンドヮーの制度（特定の国は示されていない）

(2) ラテンアメリカの制度 アルゼンチン，ブラジル，メキシコ，その他

(3) ヨーロッパおよび中東の制度： ；英国，フランス，スペイン，イタリア，ソ連お

よびイスラエノレ

(4) アメリカ合衆国の制度

(5) アジアおよびオセアニアの制度（特定の国は示されていない）

これらの諸制度は，次の三つのカテゴリーに分類される。

A 慣習的（customary）制度：宗教的起源に基づくもので，共同体的に水が管

理され，水の公共性と厳格な配分原則が守られている。

B 伝統的（traditional）制度近代の所有権制度を背景として， 国家的監督の

下に，水資源の私的専用化がおし進められる。

c 現代的（modern）制度 ・国家のコントローノレの下に包括的な水管理が行わ

れ，公共の利益と経済的市場原則の双方に重点を置いた政策が実施される。

（この報告では，イスラム水法は，マホメット以来の慣習的水法制度の典型として

分類されているが，イスラム諸国が列強の支配下にあった時代に実施された伝統的

西欧法制の影響は根強いものがある。しかし近年は， 1968年のイラン水法などの現

代的制度が次々と実施されつつある。また，伝統的制度の中核を成して来たフラン

ス，英国についても，それぞれ1964年の水法， 1963年および1973年の水法により，

現代的制度への飛躍的発展が見られている。なお，多くの比較法概論警の中では社

会主義法圏とし、う特別の系列に属せしめられているソ速については，少くとも水法

に関しては，そのような区分はなされず， 1971年の総合水法に対する評価ととも

に，ヨーロッパ大陸法圏に含められてし、る。）

12 諸制度の体系的記述から，近年における各国水法の発展の傾向として，次のよう

な点に著しいものが見られる。

(1) 水法の公法化への明瞭な傾向が見られる。水の公共的性格は，スペイン，北米

およびイスラエルの制度においては，特に強い要素であったが，さらにフランスおよ
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び英国の水法改革において， ドラマティックな例が見られる。

(2) 流域を水管理の単位とすることは，改善された合理的な管理のためには，絶対

に必要なものとして承認されている。

(3）政策決定過程の様々なレベルにおける直接の参加の形で水利用者が発言権を有

するところでは，資源利用の円滑さと現実性が増大する。

(4) 地方的利害を調和的に統合するための適切なメカニズムを整備することが，可

能となって来ている。

(5) 水紛争が一層専門的かつ複雑なものとなり，また，水問題が一層多くの人々の

利害を包含するものとなって来るに従い，イタリア，スベイン，イスラエル等におけ

るような特別の水裁判所の必要性が高まって来ている。

(6）水法の公法化と同時に，水資源管理における国家の役割が増大しており，ま

た，従前にもまして水不足が増大していることから，既得水利権の概念の見直しが要

請されている。

(7) 水利用の有効性を高めるために，土地および水に関連する資源の収用に係る新

たな補償の方式を開発すべきことが要請されている。すでに許可された水利権ft，最

適の水利用に対する障害となってはならないものである。

13 水法と他の分野との学際的関連は，水問題が益々複雑化し，更に大きな政策課題

となるに従い，絶対的に必要なものとなって来ている。この会議では，多くの関連分

野の参加者を得て，次のような問題点が提示されている。

( 1 ) 法律と技術

多くの国の水法は，歴史的には，水資源の最適利用のためというよりも，水紛争の

処理のための手段として発展して来た。そのような場合，法的決定 (legaldicisicn) 

と公共技術的決定（public engineering deci日ion）には基本的な相違がある。主とし

て前者は，過去の事件，僅かな関係者，偶発的 ・一時的紛争の後追い的処理および即

断的解決を事としている。これに対して後者は，将来の事件，多くの関係者，最適か

っ半永久的な紛争の予防および事前の解決に関心を有している。しかしながら，新し

い技術的解決は，水制度の変革を内包し，かつ，要請する。問題は，技術革新の原動

力と，水利用者の法的安定とを，如何にして結合するかにある。

(2) 法律と社会環境

水は，一定の目的のために社会的に使用されるその場所において，意義と価値を有

するものであり，水法制度は，社会的文化的環境によって，また当該地域の特殊な生

態的性格によって，影響を受けている。一つの国の法制度を他の国に移植しても，そ

の原産国で生じたものと同様の効果が生ずるという期待をもつことはできなし、。水資

源の開発を成功させるには，従来にもまして，実効ある制度および組織の整備が要求
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される。

( 3) 法律と経済

「経済的な欠乏は，法律における資産である（Scarcityin economics is property n 

law）」という形で，法制度と経済システムは，相互依存関係にある。制度を通じて，

社会は，個人に経済的安定を与え， 同時に広く社会の経済的利益を保全しようとす

る。しかしながら，多くの場合，水の配分および規制に関する旧制度は，時勢に合わ

なくなったため，水資源の有効かつ秩序ある利用に難点が生じている。新しい法制度

は，水に関する権利が，外部要因を可能な限り内部化する形で特定されるべきこと，

また．自発的に準市場体系に移されるのを許すことを検討すべきである。

これらの問題点は，各国の法制度の実状を比較検討し，学際的協力によりこれを充

実させるという指向の過程で明らかにされた若干の例である。

14 λレンシア会議で新たに開発された「選択的比較（spectrumof alternatives）」の

手法は，立法政策上最も望ましい水法制度の整備の際に用いられるべき解決のII頂路

(paths to solutions）を示すものであって， 合理的な水資源の管理に関連して選別さ

れた諸目標と，制約要因，促進要因，政策，法的原理および組織原理とをリンクさせ

る，一つの方法論的試みを行っている。このように，他国の制度に存する法的原理等

を選択的に比較することは，より論理的かつ妥当な解決を創造的に開発するために不

可欠のものである。（以下に示すものは， ラドセヴィッチ報告の付表から，（4）につい

ては筆者の判断により補充を加えて，再編したものである。）

＜選択的比較の指標＞

ill 諸目標

a 個人および公共の福祉の増進

b 水および関連資源の最適利用

c 労働力吸収のための事業促進

d 国民総生産の増大

e 環境の保護および保存

,2) 制約要因と促進要因

a 生態学的形態．気候，地勢，水文 etc.

b 社会文化的特徴人口動態，社会構造 etc.

c 経済的条件

d テクノロジー

(3）政策のR<:分



a 機能的側面：単一目的・多目的・総合的開発

b 所与の条件．労働集約型，資本集約型

c 空間的側面 河川流域，地域的・地方的開発

cl 時間的側面短期，長期

(4) 法的原理と組織原理

a ローマ法 公物理論・訴権理論

b 英国法ーコモンロー ・沿岸権主義，河川流域庁
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c アメリカ法．沿岸権 ・専用権，州の許可制度・連邦の権限拡張・水資源委員会

cl フランス法：公水分類 ・賦課金jf,JJ, i荒域委員会 ・流威財団

e スペイン，イタリー，イスラエノレ法：公水分類・水配分基準，水裁判所・水長官

f イスラム法．共同体財産制・水配分基準，水長官 ・水委員会

g ロシア法・集団原理，協同組織

h 中国法義務原理，中央集権制

以上を以って総論とし，次号からは各論に入ることとするが，総論はつねに各論の

側からの再検証を要するものであるので，本稿は，現時点での筆者の研究ノートたる

性絡のものに止め，後日を期して更に広汎な比較水法総論の体系化を目指したい。
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