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1. 序

農業水利を中心とした河川水利の

市場特性に関する基礎的考察

千賀裕太郎

わが国の農業水利は，いま構造的変動期を迎えており，今後の行先は必ずしも明ら

かではないが，水利施設の維持管理問題，より包括的に言えば農業用水供給の制度的

経済的問題が，構造変動問題を解くひとつの鍵になっているように思われる。

もっとも この問題は， テーマとしては古くから提起されていた。「日本農業と水利

用」における結語の章にすでに指摘がある。「農業水利問題， とくにその合理化の課

題は，農業の構造問題に直接結びついている」とし，さらに当時の農業近代化という

農業政策の基本方向にてらしたときに，「新しい水利秩序の目標は，（中略）農業水利

における公的管理の根拠およびその適用の基準を明らかにすることであり，次にそれ

によって明確にされた水利用の私経済的分野において，従来の入会権的なあいまいな

共同性から個々の水利用者への分解を行うことであろう。水利施設に対する個人の所

有権または利用権を確立し，その維持管理の責任を明確にするとともに，水利権の確

立をはかる必要がある。このような個々の水利用者への分解を経過したうえで水利施

設および水をめぐる近代的な協同関係を樹立すべきであろう。」と結んでいる九この

文脈の背景に，農地改革によって創設された自作農体制のもつ零細性を打開し農業近

代化を進めるうえで，農業水利がひとつの極桔となっているという認識があったに違

いない。いわゆる農業水利の合理化という課題は，昭和30年代よりこのかた，農業近

代化の重要なポイントとして生き続けているのである。

2. 河川水車lの市場論

( 1) 農業水利をめぐる情況の変化
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しかしながら，農業水利の構造論は今日重要な転機にさしかかったように思われ

る。その指標として取り上げたいのは，農業水利の市場経済論と呼ぶべき論議であ

る。経済の高度成長期の農村における市場経済原理の進展は，土地，機械，肥料など

の農業生産財への農民の関心を格段に高めることとなったが，水については，それが

事実上独立した経済財として意識されないために，むしろ，農業用水の水管理の全体

的粗放化をきたしている地区が多い。そこで，「価格を通じての経済的刺激が個々の

水利用者の水に対する関心と責任を強めてゆくようなシステムを工夫 ・関発すべきで

ある」2）という主張がなされている。また法制度の面からも同様に論じられている。「現

行の土地改良制度の前提とされた等質の自作小農の解体により旧来の水利秩序を底辺

において支えていた部落水利団体の水管理機能が喪失しつつあり，これに伴って土地

改良区などの水管理組織の再編成を余儀な くされ，新たな用水利用関係を『契約関

係』によって法的に整備すべきである」叫との主張で、ある。契約関係は， 自由な人格

問における意思表示の一致によって成立する行為であるから，水利用に則して理解す

れば水供給者と水需要者との相対的自立および両者による用水価格を媒介とした用水

授受関係の成立であろう。実質的に市場メカニズムによる農業水利制度の再編成を意

味するものと考えられる。

ところで， 15年前には「わが国の農業水利の現状においては夢に近いものであろ

う」りとされた市場メカニズムによる用水配分 ・管理が， いま当時とは比べようもな

く現実味を帯びて論じられているには，それなりの理由がある。昭和30年代以降の自

作小農の解体，兼業農家の急増の過程で注目すべき新たな情況が生まれつつあるから

である。とくに農地の賃貸借による規模拡大された経営主体（20ha前後の受託組織の

進展が著ししうが，自作小農のような所得追求ではなくて利潤追求に経営原理をおく

資本型の経営を行っているといわれている 6）。 これが，水を土地の付属物としてでは

なく，独立の生産財として意識することのできる経営，「契約関係」の当事者たりう

る近代的人格の耳目芽となるか否か，今後充分な吟味が必要となっている。

また外部からの圧力も見逃せない。河川自流の農業独占の時代に比べて，上 ・工水

等の都市用水需要の増大は著るしく，農業水利の合理化による水資源再配分を求める

外圧によって何らかの制度的対応をせざるを得なくなっているのである。農林省所管

の農業水利合理化対策事業は，いわばこの申し子であった。農業水利施設の近代的整

備に対する新規利水者の一定の負担によって，水利権転用が行なわれるものである。

公水体制のもとでは，このような事業制度の活用による水利転用が最も有効な方式な

のであろう。

だが，このような水利転用方式は，極めて制限的な水市場の一変態と言えないこと

もない。すでに「水利権を国で貿いあげ有料で配分する一一一有料河川構想」6）や，「水

利用税構想、」7）などが報道されている。また機会費用概念が導入されるならば，市場
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メカニズムは水資源の最適配分を達成させるとし、う見解も発表されていてへ こうし

た問題の検討を避けて通るわけにはゆかないように思われる。

( 2) 水の市場経済論の整理

水の市場経済論と一口にいっても，その対象とする諸領域によって様々である。例

えば前項で簡単に紹介した，農業水利に関する諸論議は，水供給者と水需要者との関

係すわなち，ダムまたは頭首工とこれにより利益をうける圏場という一連の水利シス

テムが論議の中心領域であった。また工場に水節約を実施させるための方策を島津氏

は多方面から研究しているが， これも都市用水の需給関係に対象領域が設定されて

いるヘ これらはし、ずれも河川から取水した後の用水の配分方式における市場経済論

的検討である。

これに対し，河川の各利水者相互の関係を対象とする分野がある。 これは現代にお

ける河川の水利一般を扱っていて，河川に設けられたダムや頭首工の取水者へ，し、か

なるメカニズムで河川水が配分されるのかを経済社会発展の必然性のなかで論じたも

のである。その代表格はやはり志村氏の論文であろう 10）。そこでは水市場形成の必然

性について論証し，従来の水利団体が，水利権者一水利資本一水使用者へと分解して

これが骨組となって水利市場が展開されるとしている。この他先にあげた安井氏の功

績11）や有料河川構想、などそれぞれ主張の角度や内容のツメには差があるけれども，い

ずれも河川水利一般を対象領域として市場経済論を展開している。

もちろん，こうして分類された2つの水市場論が互いに独立したものとは限らな

い。前者と後者の椙互規定性は無視できない。すわなち，現実における各利水者の水

利システムは，水市場による水資源配分のいわゆる「最適化」をそのままで許容する

のか否か，また逆に水市場は各利水システムにL、かなる影響を与えるかなどの検討を

した論文もまた発表されている回。

さて，これまでの諸氏の市場論のなかでひとつの盲点となっていると思われること

は，水資源，とくに河川水に固有な技術的経済的性格に対する分析である。あるいは

各論者はこうしたことを各々暗黙の了解のうえに論議をしているようにも思えるのだ

が，いずれにせよ，この分析を行っておく必要があろう。河川水の的確な性格規定

は，河川水についての市場の性格をもある程度規定するからである。水の自由市場が

展開したときの市場の全体像は志村氏により概略拍き出されたといってよL、13）。だが

なぜそうなるのかを原理的に解説しつくしていないし，水の自由市場に対する評価の

立脚点を充分に与えているとも言えないように思われるのである。

3. 河川水利の市場特性

そこで水資源，とりわけ河川水の性格について水市場論的視角から考察を行ってみ
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ょう。この場合，ひとつの整理の方法として需要サイド，供給サイド，流動サイドの

3側面からスポットをあてて重要な性絡を浮き出さぜるという方法をとった。河川水

の社会経済的性格について全般的に詳細に解明することはわれわれにとって長期の課

題であるが，需要 ・供給 ・流通の 3分野において水市場との関係で基軸となる性格の

抽出を本章において行ったのである。

( 1〕 需要サイドから

水資源の性賂を需要サイドから考察するとき，いくつかの性格を見出すことができ

ょう。例えぽ水が代替性に乏しいことは，他の財と著しく異なる性格の一つであろ

う。エネルギー資源であれぽ石炭 ・石油 ・原子力 ・太陽熱など多数の代替財を相互に

有するであろうし，比較的代替性の低いと忘われる主食にしてみても，米と小麦がけ

っこう代替性をもつことをわれわれは経験的に知っている。だが，水は，水と同質，

同等の使用価値を有する他の財を用意していない。冷却用水等の一部の工業的用いら

れ方を除けば，水の代替困難性は他の財にくらべてきわだった相違点であり，これが

水市場に与える影響を無視することはできないであろう。

だがこのことは，本項のポイントではない。本項で重点的に考察を加えたいのは．

水のもつ私的財，公共財，混合財としての性格についてである日〉。

河川法上の河川水は公水として規定されているが，経済財としての河川水は，公共

財と私的財のいずれの性格をも，その利用の形態，場所に即して発現する特殊な財で

ある。ここで、いう私的財とはその社会的供給量を各需要者が分割所有して消費する財

であり，公共財とは需要者による分割所有が不可能であり， L、かなる者もその利用か

ら排除されることのない財である。また，私的財と公共財の両方の性格をあわせもつ

財を混合財としておこう。

河川のダムから取水し，専用パイプラインで・導かれて工場や家庭へ配水される水は

一貫して私的財である。ところが同じダムからの取水であっても，第2図のような場

合iこは，同じ水が様々な財としての形態変化をしながら消費されることがわかる。

とくに農業用水は，かんがし、用水として作物 第 1図 経済財の分類

の成分となり，あるいは養分を運搬しながら蒸

発散して消費される私的財の部分と，第2図に

示したように水田面からの浸透によって自由地

下水を維持して地域における安定した地下水利

用を可能ならしめる等の機能をもっ公共財部分

とをあわせもっている。地域の水循環のなかで

農業用水の占める位置については，東海農政局

技術課の報告がある。
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第2図 水の経済財としての性格

この報告では濃尾平野全域を対象とした有限要素法による三次元シュミレーション

を行っているが，特に興味深いのは次の記述である。「水田からの地下水補給量は，

水図面積の減少にもかかわらず，昭和40年頃から著しく増大し，昭和47年のかんがい

期においては，地下水汲み上げ量の50%以上にも相当している。また，非かんがし、期

には，水田からの補給がないため降雨による涌養量と地下水貯留量の減少によって地

下水汲み上げ量を補っているが，その結果低下した地下水位は，翌年のかんがい初期

に回復させなければならず，この地下水位回復水量についても，水田用水が負担しな

ければならなくなってくる。このような水収支における水田用水の負担分は，濃尾平

野の地下水流動に起因する地域的要求量である。したがって，積水田面の減少は，必

ずしも水田用水量の減少に結びつくものではなく，むしろ，地域の水循環の変化が水

田用水量を支配しているといえる。15）」

このことは第3図によく現われている 16）。

そこで濃尾平野のように，水田用水量，地域要求量により規定されるという場合

に，このかんがい用水は純粋な私的財であろうか。農業生産者は，自己の組織である

土地改良区に，水利費を負担し，これによって頭首工から圏場までの水生産過程をさ

さえているのである。この水のおかげで，この地域の工場などは，地下水を豊富に使
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うことができるのであるし，地盤沈下の速変もある程度におさえられているのである

から，地域における公共財としての役割を果していることは明らかである。こうして

見るならぽ，農業用水は，むしろ混合財であると考えることが適当なのである。そし

て，地下水の過剰汲上：デという，公共財の供給に対する負担なしの乱費が，地盤沈下

や代掻期農業用水の大量取水などの外部不経済を発生しているのである。

もし，こうした地域で，私的財としてのかんがL、用水の供給がストップしたとする

と，同時に公共財としての水の供給も停止し，事態はより深刻となろう。

ところで自由な市場は，一般に受益者が確定しない公共財の供給を過少にする傾向

をもっ。公共財の受益についていわば 「ただ乗りjが可能なので，その財の供給を希

望する者が自ら進んで支出することが希だからである。水市場の展開は，とくに都市

近郊において農業用水から都市用水への転用を促進することが予想される。農業用水

が私的財としてのみ評価されれば，その転用によって地域の公共財の供給はそれだけ

減少することになる。このことの影響は，放置すれば直ちに現われるであろう。地下

水取水の困難度は増し，地盤沈下の速度も早まる。河川維持流量や排水路浄化水にし

ても，転用された都市用水がもとの農業用水と同じ排水系統をとることは極めて希で

あろうから，同様に減少することになる。だが自由市場は，すでに述べたようにこれ

ら公共財の適度な配分の機能を有していない。河川を管理するものは，各用水のもつ

諸機能の正確な評価と，河川流域における必要にして充分な公共財としての用水量を

確定し，あらかじめ私的財として市場メカニズムにゆだねる部分とそうでない公共財

の部分を仕分けしておかねばならないであろう。また，多くの農業用水のような混合

財については，その公共的機能の他の公共財による代替が困難なために，これを私的

財として割り切って市場メカニズムにゆだねることは，すで、に述べたように問題が大

きい。現時点においては，ここで指摘した水のもつ諸機能の科学的評価が，今後の水

利用に関する議論の前提条件として，現代の最先端の科学技術を用いて実施されてゆ

かねばならないであろう。

( 2) 供給サイドから

つづいて水資源の性格を供給サイドから考察しよう。この場合にも，水資源の多く

の性格のなかで市場経済との関連で分析するならぽ，水（一応ここでも河川水lこ限定

することにするが）と土地との関連を規定する作業を通じて，水市場における水供給

の技術的経済的性格の重心的視座を与えることができるように思われる。

そこで私は水に対し， 「水は土地の生産物である」とL、う性格規定を与えたし、と思

う。もっとも，このことは志村氏が水市場論において間接的に指摘していることでは

あるの。 すわなち，氏は水市場を通じて河川水利のなかで超過利潤がいかなるメカ ニ

ズムによって発生し分配されるのかを初めて明らかにしたのである。だがそこで、は，

河川水の経済的性格についての直接的な規定は行われていない。水生産のもつ技術的
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性格を中心に水と土地との聞の基礎的関係をここで少し論じてみたい。

まず「土地の生産物」とはどういう概念であろうか。ここで農業生産物を例にして

必要な範囲で簡単に説明しよう。

農産物が，工業生産物等の他の財に比べてその性格を異にする基本点のひとつが，

生産に際し自然条件による制約を強く受けることであることは言うまでもない。農業

は，動植物体の一部または全体をその再生産過程において，人聞にとっての有用物と

して収穫するのであるから，農業の生産条件として自然、の生態系が第一義的役割を

果す。この中で土地は，農業生産のための空間を提供するにとどまらず，生物の生育

のための理化学的条件（豊度）を提供する。

そこで‘いま農業が，農業資本によって営なまれている場合を想定すれば，農業資本

の立場から見た土地をめぐる問題は，第一に農業を営むべき自然的生産手段としての

土地を借りるなどして確保しなければならず，第二に等価値の投下資本であっても土

地のもつ豊度条件の違いによって，資本の生産性に差が生じることである。

資本は，労働生産物であればその全てを自己のうちに取り込むことができるが，元

来自然物としての土地は，これを創造することも自己のうちに抱えることもできな

い。そこですでにそれぞれの地主によって分割所有された土地を資本が把握する手段

として，地代なるものを創り出す。地代の源泉は，資本が生産した剰余価値て、あっ

て，そのうち平均利潤を超える部分を地主に与えることによって土地を資本に従属さ

せるのである。平均利潤を超える剰余価値の発生については，農産物の市場価格が他

の生産物と異った論理で、決定されることに基づくとされている。つまり土地の生産物

である農産物においては，土地の有限性と土地利用の独占のために，商品の市場調整

的生産価格が最劣等地の個別的生産価格によって規定され，従って市場価格と優等地

での個別的生産価格との間に恒常的な差を生じこれが土地所有者に帰属してゆくわ

けである。以上のとおり，地代の発生こそは，土地の生産物に固有の経済的性格なの

である山。

では水資源はどうであろう。ここでは，河川に利水ダムを建設して各利水者へ配水

する場合を想定する。

経済財としての水は，自然物としての存在から人間活動の用に供するように制禦さ

れた状態にある。利水ダムから利水者に至る一連の水利システムは，水生産のシステ

ムに他ならないが，水は自然力による循環再生産過程の一定段階において，人間労働

が付加され価値物に転化するのである。ここでも土地は，自然、力を代表するものとし

て生産に規定的影響を与える。

すなわち土地は，貯水池や導水路の一定面積の敷地を与えるだけでなく，より重要

なことに利水ダムの生産効率を決定する「夕、ム地点」を与える。 この「ダム地点」

は，いわゆる豊度条件に相当するのである。
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「ダム地点」の優劣の差を分析すれば次の2つの要因からなっている。第一に水

文，水理，水質，地形，地質等の自然要因である。これは水利計画上の確率雨量，流

域面積，貯水池容量，堤体積などの他，構造物の設計，施工，維持管理の難易等を規

定する。第二に「水利秩序」に反吹された社会要因で、ある。これはいわば開発の時点

差によって歴史的に形成された既得の権利関係である。この水利秩序は既得権の固定

という強い機能を有するが，新規利水を全面的に禁止するものではなく，全ての既得

地点における水の生産効率を少くとも悪化させない限り，これを認めるものである。

すなわち従前の各地点の水の生産効率の一連の優劣序列を保存しつつ，そのいずれか

へ新規地点を割込ませる形で新しい水利秩序を形成する。 ダム地点は，水系の水利

秩序に従って，主として河川自流の多寡およびその取水および貯留の優先度として，

ダムの効率を規定する重要な要因となる。

こうして水生産においても資本の投下は常に自然的生産手段としての土地の上にな

されなければならず，かつ等価値の資本投下であっても地点の差によって生産性に差

を生じるという，土地生産物としての特徴そのものを抽出することができるのであ

る。そして土地の生産物である限り，理論的には「地代」の発生を伴う。理論的には

と断ったのは，現実においては水市場は成立していなし、からであり，仮に市場が成立

したにしても，「地代」は現象形態としては多様な形態をとるであろうからである。い

ずれにせよ新規開発コストで見るかぎり，すでにその条件は水系によっては形成され

つつあると考えられる1目。

ところで，水市場のなかで発生する差額コストに起因する剰余価値は，以上のよう

に地代としての性格をもつものであるが，これの分配および帰属については，よりつ

つこんだ議論が必要のように思われる。すでに本項で分析したようにダム地点の豊度

条件は2つの要因から成っているので，これらの権利を有する 2者（すなわち，土地

所有権者と水利権者）の聞で、分配されるとするのが妥当であろう。山地の所有権と鉱

業権，入会権などの関係に関する研究の援用等を通して，土地所有権と水利権との関

係の整理および水市場における地代相当分の分配についての理論的検討は，小論のテ

ーマを超えるので別の機会にゆずりたいと思う。

ところで水市場の展開を許しつつ地代発生を防止する方策がないわけではない。す

でに述べた地代発生原理に照らせば，第一にダム敷地などの水生産用地を公共所有と

し，地代取得を要求する主体を消滅させることである19）。しかしこれだけでは，地代は

各生産者が超過利潤として留保するだけであって本質的解決とはならない。水価格形

成の原理的メカニズムに着目しなければ，この問題を解くことはできないのである。

そこで第二の方策は水系における水生産を，単一の公共的機関によって行うことで

ある。そもそも水の市場価格は，農産物価格と同様に，限界地での生産価格によって

規定されるのであった。それは，限界地での水生産者に再生産を保証するためで、ある
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が，水生産者が，優等地と劣等地の両方で生産を行っているとすれば，この生産者は

優等地と劣等地の両方の生産価格を平均した水価格によって，再生産することが可能

なわけである。水系における，単一の公共的水生産機関の存在は，水価格におけるこ

の意味での管理価格導入の物理的条件となり，水の市場調整的価格が，限界生産価格

でなく，平均生産価格となることによって，差額地代の源泉そのものを消滅させるこ

とができるのである。

こうした意味においては，主要水系における水資源開発公団による水資源の開発

が，将来ひとつのモデルとなる可能性について検討に値するものと考えられる。

(3) 流通サイドから

最後に流通サイト》ミら河川水の性格につし、て市場論的考察を与えるが，ここで解明

すべき論点は多々あり，また本論文で、すでに取りあげた2つの性格も市場流通に対し

重要な影響を与える。しかしながら，市場メカニズムに対しその作動そのものを一時

的にせよ阻止するほどの強力さをもっ河川水の特質をまだ指摘していない。ここで述

べる性格（「調整財」としての）は， ある条件下で市場メカニズム自体の限界を露呈

させるものであるために，本項であえて取りあげることにしたのである。

ところで，わが国の河川利用には，「水利調整」という社会的行為が存在してきた。

いわゆる慣行水利，すなわち中世における荘園領主聞の対立を背景として用水をめぐ

る武力にも頼った争奪戦を経て，近世幕藩制のもとに確立した慣習に基づく水利秩序

の内部においても，また明治期以降の資本主義の発展に伴って発電用水や上工水の新

規利水の編入をめぐる諸対立等においても，この「水利調整」という社会的行為は，

時代によりその性格こそ変われ，一貫して水をめぐる紛争対立の解決行為として存続

してきているが，いま問題は，水の市場メカニズムによる配分原理の確立が仮にあっ

たとすれば，この水利調整はその責務を終えるのかあるいは，依然として一定の位置

を保ってゆくのかということである。

そこて、従来の水利調整の内容をかんたんに分析整理してみよう。水利調整は，治水

と利水をめぐる問題を含んでいるが，ここでは利水者間の問題に限定する。またある

水系にすでに一定の水利秩序が形成されている状態を前提としてさしっかえなかろ

う。さて水利調整を必要とする事態の発生は第一に新規利水の希望者が出現したり，

既得権者が取水パターンや水利指設および系統を変更して現行の平水時ないし潟水時

における水利秩序の改変が提起された時て‘あり，第二に水利秩序が機能しえない程の

減水が到来したときである。

現代における水生産にかんする生産力の発展は，水源施設や取水，導水施設等の工

作物における高度化，大規模化とともに，降雨流出の水文解析，水系のシステム的水

計算等の水文水利計画技術の綾密化，高度化にあると考えられるが，これら技術の進
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展によって，いわゆる計画基準年における新規利水等の既得利水への影響を皆無とは

いえないまでも最小限にして新しい水利秩序を形成し，これを維持してゆく河川の利

水管理が可能になったことは高く評価しなければならず，この意味において先の水利

調整の第一の機能を果すうえで現在到達している技術の水準は，仮定された水市場に

おいても，水価格のもつパラメータ機能を現実的にささえてゆくことであろう。河川

の豊水年から計画基準年までの聞を平水年とよぶことにすれば，水利権が実質的に保

証された平水年においては，たしかに市場メカニズムは 「水利調整」の大部分にとっ

て代わることが期待されよう。

だが，第二の計画基準年をこえる渇水年における水配分は， 「調整」に負う部分を

大きく残すことになるように思われる。もちろん，水利権が商品となるときに，それ

が物権としていかなる構成を与えられるかによって事態は異なってこようが，水が必

需財である ことから少くとも異常渇水時における水利調整は，たとえば多くの水利権

者聞の節水の程度を互いに認めあってゆくという，市場メカニズムとは異った原理に

よる水配分となることが十分予想される。もっともこうした商品の配分方式は，多か

れ少なかれ他の商品財にも言えることではある。緊急時における諸資財（とくに必需

財）の配給はわが国でも歴史的経験がある。 しかしながら，水については確率統計学

的に予測された計画基準年をこえる渇水年の生起が常にありうることなのだから，む

しろ異常渇水時に，純粋な市場メカニズムとは異った配分原理に配分調整を託すこと

を具体的前提にしてはじめて水市場が成立すると見るべきであろう。

このことを河川水の財としての性格から論ずれば，自然、循環に規定されて 自owとし

て存在している財の特性と考えることができ，一般の stockとして存在している財の

市場配分の問題とは同一視できない論拠を与えるものと思われる。貯水池の stock化

の機能は，いまのところ自然降雨を前提とし，資本による降雨の人工的制御に成功し

ていない現在，完成されたものではなし計画基準の単年次で見るかぎりは stockと

して充分な機能を発揮するが，異常潟水年を含む連続多年次で見れば flowの速度を

落としているにすぎないのである。

したがって，生産資本にしてみれば，一般の stockとして存在する資源のように一

定量の固定資本のもとで流動資本の投下量を増加させればそれに応じである程度の生

産量増加を期待できるのと対照的に，水の生産については，生産量の増加を管理労働

等流動資本の多量投下により無効放流を最小限にするなどして達成しうるにしても，

ひとたび長期の渇水状態が続くや流動資本を大量に投下しでも生産量の低下をくいと

めることが困難な事態が必ず生じることである。しかも潟水となる程度はダムの利水

容量に規定されて相対的なものである。したがって河川の利水上の安全度が河川管理

者が定める基準年の位置づけによって水系ごとに異なるだけでなく，取水地点が河川

の自然流量を優先的に取水できる位置にあるか否か等によって潟水の程度は取水口ご
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とに異なる。

こうして自然、から，降雨という flow形態でもってその源泉が与えられ， 河川を

日OW 形態で、各取水地点へ輸送される水という財は自然による原料供給の変動（とく

に欠乏）の相対的生起の必然性と，その確率的予測の可能性を根拠として，「調整財」

としての性格を有することを指摘することカ・できる。ここでいう調整財とは，財の配

分が価格メカニズムのみによってなされるのでなく，当事者間および公共機関等の公

的第三者による市場介入によって一般に適正とみなされる財配分が行なわれるような

財というほどの意味である。現実の水資源開発の動向は，水資源開発費の高騰が水を

自由財から経済財へと変え，水資源の市場流通化の胎動を見せつつあるが，これと時

を同じくして水需給の極度の逼迫，河川の安全度の低下が主要水系で進行していて，

これが渇水時の水利調整の重要度を高くしているのである。これは一つの矛盾であ

る。水市場は，その反対物としての水利調整システムを，それにふさわしい形で整備

せざるを得ない。それはある時季に予告なく市場メカニズムが一時的に破綻すること

に備えてのことである。

( 4) 市場価格の諸形態

市場においては，資本と労働によって生産されたものだけでなく，自然、物や権利な

どまでが商品として流通する。水の市場においても同様であろう。水の市場が形成さ

れたとすればそこにおける価格は，少くとも次の 3つの形態をとるであろう。すなわ

ち水価，水利権料，水利権価格である。この他に関連したものとして，ダム敷や頭首

工敷地の地代，地価が考えられる。

第一の水価は，ある単位水量当たりの価格であって，たとえば Wt／，の水量を 1年

間供給するような契約であれ，使用水量に応じた料金制であれ，ここでは区別の必要

はない。水という財の物理的移動に対して直接支払われる価格に変わりはないからで

ある。この水価は，需要 ・供給のバランスに応じて変動するが，市場調整的価格とし

てその軸となるのはすでに述べたように限界地における生産価格である。また，水は

代替困難な必需財なので，独占価格が発生しやすく，これを防止する方策を講じなけ

ればならないであろう。

第二の水利権料は，水利権者に対して水生産者が，水利権の一定期間の占有の代償

として支払うものである。水利権料の源泉は，水の市場価格と，当該水生産地点にお

ける個別的水生産価格との差額による超過利潤であるが，この超過利潤の一部は水利

権料となり，他の一部はダム敷や頭首工敷地の地代となる。これら水利権料と地代と

への超過利潤の分配比率は，個々の水生産地点によってケースパイケースとなろう。

もちろん，水利権者と土地所有者が同一で、ある場合もあろうし，水生産者が土地を買

収してしまう場合も現実には多くなろう 20)。
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第三の水利権価格は，水利権が擬制資本化したときの価格である。この価格は，理

論的には水利権の所有によって定期的収入が得られる場合に，この定期的収入を資本

還元したものとなる。すなわち，水利権料を市場利子率で除したものである。これを

式にあらわせば，

V~ ＝空ι

ただし， Vw.水利権価格

Rw：水利権料

t：市場年利子率

・・・（1)

もっとも（1）式は将来にわたって水利権料 Rwが変動しない場合に売り手と買い手の

間で成立するであろう関係であって，わが国の主要水系のように開発コスト急上昇期

にあって，水利権料 Rwが年を追って高騰が予想される場合には事態はやや複雑にな

る。まずn年後までの資本価値の元利合計と各年次の定期的収入の元利合計とを等号

で結べば次の式がなりたつ。

Vw(l+i） η ＝R叫 （l+i） η－•＋Rw2(l +i)n－•＋・・ ・・ ＋Rwπ→ （I+i)+R叫 …・・・（2)

両辺を（1+i）η で除して n→∞とすれば，

.. R,.., R.... R“ 
Vw＝立7十万吉予十 ・・＋てf訪z …・（3) 

ただし， R叫：n年後の予想水利権料

ここで開発コスト上昇期では，

R叫 ＜Rw2<Rwsく・・・・・・＜Roo

が見込まれるのでは）式と（3）式を比べれば，

R R Rwoo Rw 
Vw ＝－－－＂－＂＇－！.，.＋~＋ …・＋ ＞一一 ....・ H ・.........・ H ・－－…..(4) 

1十z い＋iノ（1+i)00 i 

となる2九従って水利権者が水利権を売却するときには，水利権料の時価を資本還元

して求めたもの以上の水利権価格を期待するであろうが，上昇する水利権料（すなわ

ちその根拠となる開発コスト）の予想は必ずしも確定したものではなく不安定で，そ

れだけに投機価格化する危険性があることを指摘しておきたい。

4. むすび

以上のとおり本稿は，なんらかの水制度の選択や学問上の見解の是非を論じたもの

ではなく，水資源の特性に関する基礎的考察である。初めにことわったようにその全

面的な展開には程遠く，ごく基本的性格を抽出したにすぎず，今後に残された問題が

多い。

今日，稀少資源の配分や再配分に関する様々な論議があるなかで，こうした論議を

本質から理解し，一定の判断を下すうえでの適切な情報が必ずしも充分に与えられて
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はいないことを筆者は痛感している。個々の資源についての具体的基礎的な性格分析

が今後いっそう積み重ねられねばならないであろう。

末筆ながら小論のとりまとめにあたり助言を下さった東京大学助教授志村博康先生

をはじめ農業土木学会農業水利研究部会の諸先生に深謝する。
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るとき，水利用が低い水準で機能が分化せず，治水と利水，利水相互間におけ

る主体あるいは利用区分が明確でなく，水のコントロールのための組織が確立

していない時代には，公共財的な性質を多くもったと考えられる。しかし，資

本主義の進展，公共投資の増大により，このような公共財的性質はしだいに変

化し，私的財的性質を強めたことはたしかである。」

歴史的な流れとしては，安井氏のいう通りだと思うが，安井氏の公共財として

の水は，治水に重点があり，利水における公共財ないし混合財について詳しい議

論はされていない。

15) 丸山利輔「都市化に伴う濃尾用水地域の水循環の変化」同名報告書（東海農政

局） 51-6, p. 680 

16) 前掲書 15)p.40～45。

17) 前掲書 10）参照。
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18) ここでいう地代は，差額地代であり絶対地代や独占地代については，さしあた

り除外されている。

19) 農業水利合理化に関する調査研究報告（昭和47年 3月）において華山謙氏は次

のように述べている。（p.102～103)

「収穫逓減法則が働くような財の生産が行なわれるとき，より優良な条件のも

とで行なわれる生産には超過利潤が発生し，その優良の条件が固定的なもので

あれば，そこに地代が発生し，条件それ自体が擬制資本となり，ひとつの価格

をもつに至るのである。ところが水は，ひとつの有用な財であり，しかもその

供給を増加させようとすれば収穫逓減の法則を強く受けざるをえない財である

にもかかわらず，かならずしも十分に商品化していない。」

華山氏は，これまで水の流通において水が商品化しなかった原因について分析

し，水の商品化の条件についての整理を行っているので参照されたい。

20) 前掲書 10)p. 68参照。

21) 中島千尋：「農地の価格理論」農業土地資本の研究（篠原泰三編） p.33～39を

参考とした。

（農林省構造改善局水利係長）
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