
  
  世界の水法(5)

  誌名 水利科学
ISSN 00394858
著者名 三本木,健治
発行元 水利科学研究所
巻/号 21巻5号
掲載ページ p. 15-28
発行年月 1977年12月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



世界の水法 CV)

一一スベイン・イタリアの水裁判所一一

三本木健治

I .スペインの水裁判所

1. 「千年の歳月を超え，めぐり来る木曜ごとに，大寺院の使徒の門（Puertade 

los Ap6stoles de la Catedral）の中，正午を告げるミゲレーテの塔（Torrede Mig-

uelete）の時鐘が， 12の鐘の音を鳴らす前に，狭い境内に入る 8人の理事すなわち民

衆の判事は，飾らぬ中にも令名高き，栄光満てる裁判所を構成する。J

パレンシアの水裁判所（Tribunalde ]a1; Aguas）の法律顧問に任ぜられているビ

センテ・ヒネル博士（Dr.Vicente Giner) は，ヨーロッパに現存する最古の裁判制

度とされる水裁判所の開廷の情景を，このように述べている。水をめぐる紛争は，太

古の昔から，この地にもあったものであろうが，この制度が現在に見る形で成立した

のは，西暦 960年，西イスラムの全盛時代であるコルドパのカリフ，アブドウノレ・ラ

フマン回世の治政下であったといわれる。さらに時代が移って， 1238年にアラゴンの

ハイメ I世による回教徒支配からの解放の後，パレンシア王国は，その栄華ととも

に，数々の優れた法典を編纂したが，その時代の法令制度として，ただ一つ生き続け

て来たのが，水裁判所である。そしてそこには，審級制によらず単一の裁判所による

裁判制度である点，アラブの影響が強く残されている。そして何よ りも，冒頭に述べ

られた厳粛な舞台効果は，正しく回教的なものであるとされる。アラブの起源である

ことのもう一つの証跡としては，砂漠の回教徒法学者が，手を使って話す代りに足に

よる記号を使ったことを想起させるがごとくに，裁判長は足を使った記号による訴訟

陳述を行うことを許可した時代があったということである。

2. パレンシアの沃聖子（Huertade Valencia) には，一連の主用水路 (Acequias 
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Mad res）とその支線・校線が，動脈と静脈の網状組織のように，張りめぐらされてい

る。主用水路は，トゥリア河（RioTuria）の右岸に5本，左岸に 3本設けられている。

国王ハイメ I世の時代には，水の配分について，単純にして効果的な方式が定められ

た。用水路からの濯減者は，すべて水の共有者となり，その所有する土地に応じて水

に対する権利を有する。耕地の所有権は，水に対する権利と同時にでなければ，譲渡

することができない。その意味で，水と土地は，一体であるとされた。

主用水路ごとに，その水を受ける支線網に含められる土地は，一括して一つの潅獄

共同体（Comunidadde Regantes）を構成する。共同体は，その資産である用水路か

ら供給される一定量の水を所有し，可能な限り賢明な方法でこれを配分する。しかし

ながら， トゥリア河の流量が乏ししその水によって潤おされるべき土地が非常に広

いため，各共同体の全体の利益を守る機構として， 2年または 3年ごとに更新される

管理委員会 CJunta Administrativa）およびその長である理事（Sindico〕が，濯殺者

全員の選挙により任命される。委員会を構成する者は，用水路から最初に濯滅される

土地，中間の土地，最終的に濯瓶される土地など，様々な立地条件をそれぞれ代表す

る者である。水が不足する特に，最も難儀をする者，すなわち最終港紙者も，条例

(Ordenanza）により，委員会に代表を送ることを保障され，その権利を擁護されて

いる。委員会は，輪番制の実施など日常的な水配分業務を行う。委員会の長として用

水路とその水に対する最高管理責任を有する者である理事は，自らその土地で耕作を

しない単なる土地所有者であってはならず，条例の表現によれば，「善い評判をもっ

た誠実な自作農民（honradolabrador de buena fama）」でなければならない。理事

は，共同体の執行権限を行使するほかに，特に重要な任務として，水裁判所の裁判官

を勤める。これに対して，滋滅者の権利を守り，濯瓶の状況を理事および委員に報告

し，過怠または違反があるときは，これを水裁判所に告発する機構として，監視役

(Guardas）が置かれる。

3. 水は，河川または公共水路からもたらされる。国家は，耕地の現況により濯滅

されるべき面積とその必要量を計算して，取水権を付与する。港紙共同体は，港紙者

を一体化せしめる共有財産，すなわち水を紳として構成されるものである。しかしな

がら，河川の流量は，豊水と渇水をくり返す。この変化する量に対応して，水配分の

ための特色ある手法が，パレンシアのみならず，グラナダ，ムルシア，ハティパなど

スペインの各地で，古くから行われて来た。 トゥリア河においては，河川の流量が豊

富な時も，欠乏する時も，「フィラ（Fila〕」とよばれる 138の部分に比例的に配分さ

れる。流量が決まれば，濯j既者は，自らの使用可能水量を知ることができる。流量が

多い時は，「厚いフィラ（五lasgruesas) J，少ない時は，「薄いフィラ（五lasdelgadas）」

とよばれる。このようにして定められた用水量は，何人もこれを侵し，または争うこ
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とができない。ハイメ I世は，その勅令において，パレンシア王国に住むすべての者

に水を与えると布告した。その結果，先に来た者に特権があるということはなく，水

は万人のものである。その具体的な表われが，フィラであり，多くあるときは多く使

い， 少ないときは少なく使う。すべての者が，その流量に応じて， トゥリア河の水に

与っている。フィ ラの語は，アラビア語の「フィル ・ラフ（臼！ah）」すなわち， 「全

体をーっとして得られる部分jを意味する言葉から由来しているといわれる。

4. 万人が，その共有財産たる水の恩恵に与るために，水をめぐる紛争を衡平かっ

民主的なルールで処理する水裁判所は，歴史の流れを経て，パレンシアの港紙共同体

力：完成し，存続せしめて来たものである。これは， 1879年のスペイン水法が，すべて

の灘瓶共同体が採用すべきものとした濯殺陪審員 CJurados de riegos）制度の範例で

ある。しかしながら，スペイン各地の滋瓶共同体が有する陪審員制度は，当該単一の

共同体のみの司法的機関である。これに対し，パレンシアの水裁判所は，パレンシア

沃野全体に存する 8つの用水路の8人の理事によって構成される点が，大きく相異す

るところである。また，一般に，世界各国の陪審員制度は，関係地域の住民全体の名

において任命され，公民権的権限を行使するものであるが，水裁判所を構成する 8人

の理事は，それぞれの共同体から，自らを裁く者を自らが定めるという形で選出され

た者である。港紙者は，自分たちの中から，その日常の義務を遂行させるに最も誠実

かつ誤謬のない者であって，裁判に当って，最も正しくあるべき者を，つねに探し求

めることとなる。さらに，他の制度における陪審員は，本来，法律の素人であるが，

この水裁判所にあっては，これと全〈異なる。 8人の理事は，法学者とまではいかな

いが，適用すべき法令のみならず，各用水路で行われている条例についても，完全な

知識を有しており，それらの条文をそらで引用することができ，また，つねにその近

隣者と接触し，港紙のルール・濯減者の具体的権利義務に関して誰が正しいかを知ろ

うと努めている。すなわち， 8人の理事は，適用すべきものの専門家である。千年余

にわたって維持されて来たこの裁判所は，中世の裁判所の特色を担って来ている。実

にこの特別の裁判所は，ローマ人の「元老院裁判所（Tribunalesde Seniores) Jにも

朔る古代の「古老・賢者の裁判所（Tribunalesde Ancianos o de Sabios）」に比肩す

べきものであるとさえいわれる。この裁判所は，千年の歴史を経て，固有の適切な裁

判規範を創出した。しかも，その極限にまで，司法的手続の構造を簡略化し，あらゆ

る特殊な面と，惰性による反復を生む欠陥を除去した。なぜならば， 手続は，簡素で

あり，自然であることに優るものはないからである。その裁判の権威（auctoritas）は，

判決の公正さ，結論の実効性，法秩序維持に関する一貫性，司法的無疑問性，そして

何よりも，パレソシアの沃野に対する敬愛の念に存する。水裁判所の司法管糖に対す

る一般的承認は，ただその疑いを容れない権威によって説明することができる。
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5. 水裁判所の機能は，簡素かっ効率的である。用水路の監視役は，最も近い木隠

日の正午までに裁判所すなわち大寺院の中庭に出頭するよう被告に対し呼出しを行

う。裁判所への出頭は，強制されない。被告が2度にわたり呼出しに応せeず， 3度目

の呼出しがあっても出頭しないときは，告発は全面的に認められ，欠席のまま判決が

言渡される。したがって，訴訟の係属期聞は，最長で3週間を超えることはなく，大

抵の事案は，唯一回の法廷で判決を得るに至る。この「迅速性（Rapidez）」が，水裁

判所の第一の特色である。

裁判手続は，すべて口頭により，書面は全く用いられない。書記官（Alguacil）は，

裁判長に開廷を要請し，告訴人，監視役，被告人を点呼し，さらに， 8つの用水路の

名を，最初に取水するものから順次挙げてゆく。監視役または損害を受けた農民は，

申立てを開始し，口頭陳述を行う。被告は，自らの行為について弁明し，証人の証言

を提出して防禦し，または防禦方法として現地検証を要求することができる。裁判長

および裁判官は，事件についての最善の知識を得るために必要な尋問を行う。裁判長

は，利害関係者の面前で口頭により協議し，判決も口頭で下される。この徹底した

「口頭主義（Oralidad）」は，水裁判所の第二の特色である。

裁判所は，裁判手続の精確さを保持し，告訴事実の性質を正しく認識し，かっ，延

期・遅滞なくして直ちに紛争を解決できるように，すべてをこの期日に集中する。監

視役および損害を受けた農民は，告発において，包括的に請求する。原告・被告双方

ともに，詳細に事実の経過を説明する。この場合に，正当性または免責の証明を，専

ら裁判所の前に直接に供述される証言として，提出することができる。裁判官である

理事は，当事者の申立てにより，裁判長の許可を得て，事実に関する訴訟上の教示

を，当該期日において集中的に行う。ただし，現地検証が行われるときは，別であ

る。この「集中主義（Concentraci6n）」は，水裁判所の第三の特色である。

裁判には，多額の費用を要しない。理事は，裁判官としての報酬を受けず，また，

期日の職務に対する手当を支給されない。裁判官としての任務は，用水路の理事とし

ての義務に基づくものであり，すでに自らの港紙共同体から，最低限の費用を償うた

めに控え目な手当を，受けているからである。その結果として，監視役および裁判所

書記官が期日に勤務する回数に応じて，その費用を被告人が支払う義務があるのみで

ある。このほか，現地検証に必要な費用は，それが被告人の要求によるものである限

りにおいて，その負担となる。判決の結果，被告人の負担となる損害賠償 ・修復費用

等は，もちろん，訴訟上の費用とは別である。この「経済性（Economia）」は，水裁

判所の第四の特色である。

これら 4 つの特色は，現に世界各国が，裁判~jlJ度その他の紛争処理制度の改革上，

望ましい諸原則として実現に努めているものであり（例えば， 1977年7月施行のドイ

ツ民事訴訟法の改革），その生きた範例が，ここに存する。
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6. 水裁判所に提訴される事案は，おおむね次のようなものである。

水の欠乏する時期の水泥俸

水路またはその土擬 ・護岸の破損

余水排出による近隣耕地の作物の被害

港紙の輪番目以外の取水

用水路清掃義務の過怠

堰の無断操作による水の流失・浪費

輪番を有しない者の滋瓶

判決の協議には，係争当事者の属する用水路の理事である裁判官は，判決の公正さ

を保証するために，これに加わらずに回避する。また，同様に，被告が河川の右岸の

滋獄者であるときは，左岸の用水路の理事である裁判官が，判決の内容となるべきも

のを提案することとされている。その逆も同じである。

裁判所は，被告人の有罪 ・無罪のみを認定して判決する（責任裁定）。刑罰とその

量刑（敗訴人の義務とその内容）は，それぞれの理事が，一定の違反行為に対する処

置を定める用水路条例を適用して決める。

この裁判は，上訴を許さない。水裁判所は，パレンシアの沃野のすべての濯税者に

対し，最高の権威を保持している。これに対する尊敬は，国の最高裁判所にも優るも

のともいわれる。それは，その由緒に加うるに，決して偏ることを知らなかったとい

う実績から生れたものである。また，裁判官自身が，一方当事者となって，裁かれる

ことがあるという事実も，これを支えるものである。裁判官も，必然的に港紙者であ

らねばならない以上は，ひとりの港紙者として何らかの違反を犯すことがあり得るか

らである。現にある時，裁判長が，その雇人の行為のために，自らの責めとして告発

を受けたことがあった。その事実が発生したのが木隈日の午前中であったので，裁判

長である理事の属する用水路の監視役が直ちに告発人となり，被告として名を呼ばれ

た裁判長は，被告席に坐るほかにすべがなかった。そして他の裁判官から尋問を受け

て，有罪と判明したため，副裁判長は，臆することなく判決を行った。そして，その

裁判が終った後は，あらためて裁判長の席に着き，平常のとおり，次の訴訟手続を続

行したのである。

7. これは，非常に珍らしい民衆の契約（社会契約）である。告発された農民は，

木曜日正午に大寺院の中庭に馳せ参じた場合には，そこに裁判所が構成されるべきこ

とを要求する権利がある。そして，裁判を開始すべき時刻，すなわち正午を告げる鐘

の音が鳴り始める時刻を 1秒たりとも徒過すれば，裁判は断念されたものとみなされ

る。この規律は，ローマ法皇でさえ例外を認めることのできない厳格なものである。

そして，国際水法学会（Asociaci6nInternacional de Derecho de Aguas）が，正
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式に結成されたのは，この太寺院の使徒の門のゴシック式天蓋の下， 1968年3月25日

の厳粛なるセッションにおいてであった。爾来，この学会の総本部はスペインのノミレ

ンシアに置かれている。また， 1975年9月に，世界の水法制度に関する国際会議（本

誌第 114号9頁参照）がこの地で開催されたのは，パレンシアの水裁判所の古い由緒

にゆかりを求めるという趣意でもあったのである。

II.イタリアの水裁判所

【A イタリアの争訟制度】

イタリアの水裁判所制度の位置づけは，かなり複雑である。

水をめぐる私人間の紛争に関しては，二つの法的手段，すなわち通常裁判所への出

訴と地方公水裁判所（TribunaleRegionale <lelle acque pubbliche）への出訴が可能

である。私人と行政庁との聞の争訟に関しては，通常裁判所，行政裁判所，地方公水

裁判所および高等公水裁判所（TribunaleSuperiore delle acque pubbliche）へ，そ

れぞれ出訴する途があるほか，行政手続内部における幾つかの法的手段がある。初め

に，水裁判所制度の周辺に位置する各種の法的保護に関する諸制度を概観すれば，次

のとおりである。

1. 行政手続内部の法的手段

a. 異議申立て（opposizione) 

行政庁の行為により権利を侵害されたとする者は，当該処分庁に対し，異議申立て

を行うことができる。これは，通例として，公開の要式的行為によって，行政庁の意

思決定がなされる前に，その形成に影響を与えるような方向で与えられる救済手段で

ある。行政行為が末だ確定していない段階であるので，伝統的な意味での法的手段で

はないが，水法の関連では，公水体の指定の案の公表（1920年8月14日の「公水の引

水および利用の規制に関する勅令」第2条）をはじめ，新たな特許の付与（統一水法

典第7条，第8条），特許付与に際しての既得の利用権の消滅（同法第45条）などの

事前手続 ・調査手続において，異議申立ての可能性がある。

b. 上級訴願（ricorsogerarchico) 

処分庁の上級官庁に対してなされるものであるが，一般的な訴願の根拠規定は，

1934年の統一地方行政法典第5条に見出されるのみであり，水法上の行政処分につい

ても，特に訴願を許す規定がある。例えば，土木局（ジェニオ ・チヴィーレ Genio 

Civile）が行う既得水利用者の審査（統一水法典第3条第 3項），地下水の探索・井戸

の掘さくの許可の拒否（同第95条第3項）には，公共事業相に対する訴願の途が開か

れている。しかしながら，この制度には，一つの限界が存する。それは，法律上最終

的な処分であるとされるものについては，通常の訴願を許さないということである。
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そのような例としては，ジェニオ ・チヴィーレの上級行政庁と して公共事業相自らが

行う権限（前述の統一水法典第3条，第95条などの関連）， 1931年の統一漁業法典第

9条に定める地方審議会の会長が行う調停権限などがあり，また，ジェニオ・チヴィ

ーレおよび公共事業監督官それ自身は， 公共事業省の下級機関ではあるが，それらの

調査業務の開始決定は，最終的な処分，すなわち訴願を許さない処分と解されている。

c. 特別訴願（ricorsostraordinario) 

通常の訴願を許さない最終的処分については，国家元首に対する特別訴願が許され

る。ただし，当該処分の合目的性の審査のみに限られ，違法性の審査はなされない。

また，水の利用料金に関する省の決定のように，法令が明文をもって，特別訴願を許

さないものとすることがある（1924年2月25日の勅令第1条，第7条）。さらに，高

等公水裁判所の管轄に属する事項（後述の統一水法典第143条）は，当該裁判所の権

限を尊重して，特別訴願を許さないものとされる。特別訴願の審理は，国務院（コン

シリオ ・デ・スタートオ Consigliode Stato）が行う。この制度は，絶対主義の時代

に由来するものであり， 行政裁判所への出訴との選択的手段として，特別の保証が付

せられる場合にのみ許されるものである。

d. 無効通告（denunzia〕

処分庁に宛ててなされるものであるが， ；異議申立てと異なる点は，方式および期限

が定められておらず，また行政庁側も，これに対する何らの決定義務も課せられな

い。その意味では，本来の法的手段ではない。

2. 通常裁判所と行政裁判所

1865年3月20日の 「行政裁判所の廃止に関する法律」は，ベルギー型の司法国家を

目ざして，すべての法的争訟は通常裁判所において処理すべきものとし，従来から存

した様々な行政裁判所を廃止した。イタリアにおける通常裁判所の審級構成は，次の

とおりである。

山調停裁判所（Giudiceconciliatore) 

(2）区裁判所（Pretore)

(3）裁判所（Tribunale)

(4) 控訴院（Corted’Apello) 

(5）破棄院（Cortedi Cassazione) 

これらの裁判所においては，公法 ・私法双方に関連する，また行政庁に利害関係の

あるものを含むすべての争訟が処理されることとされた。ただし，行政庁の裁量事項

については審理の対象外とし，覇来事項であっても，違法性の確認と損害賠償の判決

を行えるのみで，行政行為の取消・変更はなし得ないものとされた。

しかしながら，行政処分の違法性のみならず，積極的に，その合目的性についても
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審査する特別の機関が必要であるとして， 1889年に改革が行われ，再び行政裁判制度

が復活し，一般的な行政裁判所としては，従来，行政における唯一最高の審議機関と

しての機能を果して来たコンシリオ・デ・スタートオに，判決機能を有する三つの部

が設置され，さらに地方段階では，市町村および州の機関の行政行為を審査して判決

を行う州行政委員会（GiuntaProvinciale Amministrativa; GPA）が設置され，コ

ンシリオ ・デ・スタートオは， GPAの判決に対する上級審とされた。

ところが， GPAの5人の裁判官の中に，州知事のほか州の行政公務員 2人を含め

るものとした1945年4月12日の政令の規定は， 1967年 3月22日の憲法裁判所判決によ

り，憲法第101条第2項（「裁判官は，法律にのみ従う。」）および第108条第2項（「法

律は，特別j裁判所の裁判官－…の独立を保障する。」）の規定に違反することが明らか

となった結果， GPAの裁判機能は，事実上停止された。このため，憲法第125条第2

項（「州に，法律の定めるところにより， 第一審の行政裁判機関を設置する。」）の規

定を実施するため，新たな構想、のもとに，一般的な行政事件を管事書する地方行政裁判

所（Tribunaliamministrativi regionali）を設置し，従来の GPAの管轄事項のほか

に，国の地方官署の行政行為も審査の対象とする方向での検討がなされている。

【B. 水裁判所の構成と権限】

1. 沿革

かつては，水法上の問題に関連する争訟についても，一般原則による裁判管轄が適

用されていたが，その実体の特殊性からして，通常の裁判所のみならず，行政裁判所

たるコンシリオ・デ ・スタートオも，これに精通した専門家が入らなければ，問題解

決ができないという制約があり，水力利用の発展を背景として検討が進められ，公水

の範囲が拡大したことに直接関連して， 1916年に初めてローマに，単独の公水裁判所

が設置された。この裁判所は，公水の領域内での権利および法律上の利益並びに公水

の利用一般に関連する様々な争訟を，水法の範騰において処理するものであった。さ

らに1919年10月9日の勅令により，第一審としての地方公水裁判所が設置され，ロー

マの公水裁判所は，その控訴審に位置づけられた結果として，現在に見る水裁判所の

体系が成立した。

2. 地方公水裁判所の構成（統一水法典第138条）

地方公水裁判所は，次のとおり，左に示す場所に設置されている控訴院の一部を充

てて構成され，右に示す地域を管轄する。

トリノ：トリノおよびジェノヴァ各控訴院の管轄区域。

ミラノ；ミラノおよびプレスチア各控訴院の管轄区域。

ヴェネツィア：ヴェネツィアおよびトリエステ各控訴院の管轄区域。
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フィレンツェ：ボローニャおよびフィレンツェ各控訴院の管轄区域。

ローマ：ローマ，アキラおよびアンコーナ各控訴院の管轄区域。

ナポリ．ナポリ ，パリおよびカンタンツアーロ各控訴院の管轄区域。

パレルモ：パレルモ，カタニアおよびメッシーナ各控訴院の管轄区域。

カリアーリ：カリアーリ控訴院の管轄区域。

地方公水裁判所には， 3人のジェニオ・チヴィーレの職員が参与する。これは，上

級公共事業審議会（ConsiglioSuperiore dei lavori pubblici）の会長が指定し，司法

相の提議により，大統領令をもって任命される。

裁判所構成員の任期は5年とし，再任を妨げない。

裁判は， 3人の表決者の出席を得て行われる。その中の l人は，ジェニオ ・チヴィ

ーレの職員でなければならない。

3. 高等公水裁判所の構成（統一水法典第139条，第142条第2項，第143条第3項）

高等公水裁判所は，ローマの司法宮殿（palazzoal Giustizia）の中に設置される。

その長官は，閣僚会議（Consigliodei Ministri）の意見を聴いて，司法相の提議に

より，大統領令をもって任命される。これは，最高破棄院（CorteSuprema di cass-

azione）の検事総長に相当する 2等級官職である。

その他の構成員は，次のとおりとし，いずれも司法相の提議により，大統領令をも

って任命される。

(1) コンシリオ・デ・スタートオの長官が指定する 4人の国務評議員（consigl ieri 

di Stato）。

i2) 破棄院の長官がその評議員の中から指定する 4人の判事（magistati）。

131 上級公共事業審議会の会長がその正規の技術職員の中から指定する 3人の職

員。ただし，この者は，裁判所の行政的職務を有しない。

長官に事故あるときは，上記Illまたは121に掲げる者の中で高位の者が，会議を主宰

する。

裁判所構成員の任期は 5年とし，再任を妨げない。

高等公水裁判所には，適宜書記官事務所を設ける。ただし，暫定的に，ローマに在

る他の司法機関を，その事務所に充てることができる。書記官は， 7等級以上の裁判

所職員の中から，司法省令をもって任命する。

地方公水裁判所の控訴審として行う裁判は， 5人の表決者の出席を得て行われる。

その中の 1人は国務評議員， 3人は破棄院の評議員， 1人は技術職員としなければな

らない。

高等公水裁判所の専属管轄事項を審理する裁判は， 7人の表決者の出席を得て行わ

れる。その中の 3人は国務評議員，3人は破棄院の評議員， 1人は技術職員としなけ
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ればならない。

4. 地方公水裁判所の権限

地方公水裁判所は，第一審裁判所として，次の事項を管轄する。

a. 水の公水帰属に関する争訟

ある水体が公水体とされた場合において，それが官報に告示された日から 6月以内

に，利害関係者は，これを争って提訴することができる。（統一水法典第1条第4項）

また，公水告示の日から l年以内にジェニオ・チヴィーレに対し承認を求めなけれ

ばならない既存の水利用者が，ジェニオ ・チヴィーレの処置に対して不服のあるとき

は，その処置が通知された日から60日以内に，提訴することができる。（同法第3条

第6項）その他一般に水の公水性（demanialitadelle acque）に関する紛争は，地方

公水裁判所の管轄に属する。（同法第140条第 1項a号） その多くの場合は，ある水

域が告示された公水の範囲に含まれるか否かの確認を求める訴えである。通常裁判所

は，民事裁判の推論の前提となる場合であっても，この点についての決定を行うこと

ができない。私人間の紛争をもちこまれた水裁判所は，私人だけを前にしてこの点の

決定を行うことができず，行政庁を参加させ，その申立てを受けて，水体の公物性を

明らかにしなければならない。

b. 水流 ・水面およびその流床 ・河岸の境界に関する争訟

公水体とこれに隣接する私有地との境界が不明である場合，その確認を求める訴え

は，地方公水裁判所の管轄に属する。（統一水法典第140条第 1項b号） 1904年の統

一水工事法典第94条により知事が定めた境界を，ここで争うこともできる。私人間の

紛争については，上記 aと同様に，行政庁の参加を必要とする。

c. 公水の引水および利用に関連するあらゆる権利の対象をめぐる争訟

水利用の特許により，権利または法律上の利益を「侵害された者は，誰でも（quis-

quis de populo）」，特許命令が官報に公示された日から60日以内に，提訴することが

できる。（統一水法典第18条） その他一般に，公水の引水および利用に関連するあら

ゆる権利の対象をめぐる紛争は，地方公水裁判所の管轄に属する（同法第 140条第 1

項c号）が，この規定が余りにも広範囲なものであるため，通常裁判所との管轄区分

に関し，多くの論争がある。一つの有力な見解は，直接かつ介在のない公水体利用に

限って，地方公水裁判所の管轄とするというものである。しかし，破棄院の一般的見

解からすれば，公共の利益に関連するものは，広く水裁判所の管轄が根拠づけられ

る。また，訴訟遂行の実際を考えれば，特許命令書の解釈問題のように，行政法上の

判断を必要とするものは，直接かつ介在のない利用以外の面でも，水裁判所の管轄と

する必要があるという議論もある。このほか，汚水の排出行為のような新たな社会的

問題をこの規定によって水裁判所の管轄とすべきかどうかが論議されている。いずれ
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の場合であっても，行政庁が当事者となるものは，通常裁判所との管轄区分の不明確

さは認められない。

cl. 収用補償に関する争訟

水工作物，土地改良，引水および水利用の工事施行並びにこれらの施設の維持に伴

う土地の収用 ・使用および補償に関連するあらゆる種類の争訟は地方公水裁判所の管

繕に属する。（統一水法典第140条第 1項d号前段） ただし，収用命令に先立つ補償

に関する専門的決定については，ジェニオ・チヴィーレの権限である。（同法第33条，

第140条第 1項d号後段〕 規定の上からは，あらゆる種類の争訟とあるが，主体的権

利，すなわち，私法的な意味での法的保護に価する権利に関するもののみであると解

されている。また，これらの争訟において，土地の収用・使用の意思決定は，つねに

行政庁の裁量に基づくものであることから，収用手続の違法性を争うことはできず，

結局は，補償を要求する権利を主張することができるだけであると解されている。こ

のほか，統－漁業法典第25条および第29条に規定する独占的漁業権の収用に伴う損失

補償に関する争訟も，水裁判所の管轄に属する。（統・水法典第140条第 1項 f号）

e. 行政庁の施行する工事その他の措置に伴う損害賠償を求める争訟

統一水工事法典第2条に規定する行政庁の施行する治水上 ・水環境保全上の工事そ

の他の措置に伴って損害を受けた者（例えば護岸の維持管理の毅庇による洪水の被害

など）は，賠償を要求して提訴することができる。（統・水法典第140条第 l項e号）

また，特に，国が施行する工事により，公水である水流 ・水面の状況が変化を受けた

場合において，従前の引水利用ができなくなるときは，補償を求めて提訴することが

できる。（同法第48条第3項，第5項） これらの事案は，上述dと競合する部分もあ

るが， dの範囲を超えて，事後的ないし持続的な影響に関する争訟を管轄せしめるも

のである。ただし，国の行政行為そのものの適法性を争う場合は，高等公水裁判所の

専属管轄である。

f. 地下水に関する争訟

公水である地下水に関する争訟並びに保護を要する地域内の地下水の探索，汲上げ

および利用に関する争訟で公行政に利害関係があるものは，地方公水裁判所の管轄に

属する。（統一水法典第144条） ただし，保護地域外の私的な地下水に関する私人間

の紛争については，通常裁判所が，民法第912条（公水とされない地下水に係る対立

する利害の調整）の規定などにより，相隣関係の適正化のために，水の配分ないし再

配分について審理する余地がある。

g. 占有権訴訟

占有権訴訟（azionipossessorie）によって，行政庁の措置を争うことができない

（統一水法典第141条第1項）のは一般原則どおりであるが，行政庁以外の者に対し

ては（例えば特許を受けた私人により占有権を侵害された場合），区裁判所に提訴す
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ることができる。（同条第2項） これは，占有侵害などのように小規模に多数発生す

る事案には，迅速かつ簡易な手続が必要とされるからである。区裁判所の判決に不服

があるときは，地方公水裁判所に控訴することができる。（同条第3項）

h. 公水利用組合の負担金に関する争訟

公共水流から農業用取水を行う者の強制j加入によって設立される公水利用組合

(Consorzio per l’utilizzazione delle acque pubbliche）は，公共事業相の許可を得て

組合員に対して費用分担の決定をするが，これに不服のある者は，決定の公告の日か

ら6月以内に，地方公水裁判所に提訴することができる。（統一水法典第68条第2項）

5. 高等公水裁判所の権限

高等公水裁判所には，地方公水裁判所が第一審として行ったすべての判決に対する

控訴の審理が係属する（統一水法典第142条第 1項）ほか，次の事項は，高等公水裁

判所の専属管轄とされる。

a. 行政行為の違法性の審査（統一水法典第143条第1項a号）

公水の事案に関して行政庁が決定した措置に対する無権限（incompetenza），法律違

反（violazzione di leggi）および権限の濫用（ecce田 odi potere）を理由とする争訟

は，高等公水裁判所が管轄する。その限りでは，コンシリオ・デ・スタートオに代る

権限を行使する。従来，この規定は，運用上広く解釈されている。第ーに公水の事案

とは，前述 3cに述べたl直接かつ介在のない公水体利用に限られていない。第二に，

行政庁とは，水行政庁（公共事業官庁）の系列みならず，内務行政庁（知事）をも含

めている。第三に，この違法性の概念、は，ほとんどの場合を包括している。したがっ

てこの規定による高等公水裁判所への訴求可能性は，極めて広いが，この趣旨を受け

て個別的な法令の条文に明記されてゆくものは,'BIJとして，この包括的抽象的な裁判管

轄権と，コンシリオ・デ・スタートオの一般的行政裁判所としての管轄との関係は，

なお議論のあるところである。

b. 行政行為の合目的性の審査（統一水法典第143条第 1項b号）

高等公水裁判所は，前述の一般的な違法性審査のほかに，次に掲げる最終的処分と

しての行政行為の合目的性の（perii merito）審査も行うことができる。

(1) 統一水法典第217条に規定する水工作物の設置・変更の許可の拒否または一部

の許可

(2) 同法第221条に規定する原状回復命令

(3) 統一水工事法典第2条に規定する流水の方向を妨げる等の行為の警察規制措置

(4) 1865年 3月20日の公共事業法第378条に規定する原状回復命令および直接施行

(5) 同法第 379条に規定する訴願の裁決

c. その他法令の規定により高等公水裁判所の管轄とされた争訟（統一水法典第
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143条第 1項c号）

(1) 重要な公益に係る大規模な利水が中断された場合の修復命令および直接施行に

関する争訟（同法第54条第8項）

(2) 公水利用組合の設立命令に関する争訟（同法第63条第2項）

(3）統一漁業法典第23条等に規定する独占的漁業権の取消および消滅の通告に関す

る争訟

以上の統 ‘水法典に根拠を見出されない行政行為の違法性 ・合目的性の審査は，行

政裁判所の管轄，経過的に憲法の予定する地方行政裁判所が設置されるまでの聞は，

原則的にコンシリオ・デ ・スタートオの管結に属する。

m.総 括

1. 以上に紹介したスベインとイタリ アの水裁判所は，水に係る紛争 ・争訟処理の

ための特別の制度の中で，それぞれ慣習法的，現代法的なものを代表するユニークな

制度である。すべての法的争訟は，原則として，通常の裁判所または行政法上の事件

一般を管轄する行政裁判所において処理されるべきであるとする18～19世紀の伝統法

的観念からは，極めて特異なものに思われようが，これらに類似する制度は， 1959年

のイスラエノレ水法（第140条～第147条）にもあ り，また，イスラム諸国の慣習法のrjJ

に広く見られる。さらに，フランスにおいては，イタリアのコンシリオ・デ・スター

トオに相当するコンセイユ ・デタ（Conscild’Etat）が著しく機能分化されて，その下

に25の行政裁判機構が置かれており，水法に関連する争訟の処理も，相当に専門化さ

れている。したがって，水に関して特別の裁判所を構成することは，地中海をめぐる

多く の国々に，おおむね共通する指向であるといえよう。 （ただし，ギリシャとトル

コは，例外である。）

2. 水に係る紛争 ・争訟の特殊性は，次の諸点にあると考えられる。

(1) 財産権に関する一般の紛争のように，単に給付を受けて，請求権を満足させる

という性格のものではなく， 全体の中の配分，すなわち 「全体をーっとして得ら

れる部分Jをめぐる争いである。

(2) 他の公共物の占使用一般に関する行政庁の処分をめぐる異議のよ うに，局部的

な影響，したがって行政上の最低限度の規律を問題とするものではなく，つねに

全体の中の相互影響関係，すなわち公共の福祉の保持が最も慎重に配慮されるべ

き分野である。

(3) 以上のような本質に鑑みて，水に係る紛争 ・争訟の審理には，高度に専門的な

知識を必要とし，しかもその専門性は，単に科学技術的な面だけでは，必ずしも

十分でなし、。また， 一般の訴訟手続におけるように，厳格な証拠法則に従うのみ
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では，特に合目的性の判断上は，不十分なものとなるおそれがあり，専門的知識

に基づいて，積極的な審理指揮を進めることが期待されるものである。

(4) ひるがえって，社会生活のあらゆる局面には，様々な紛争処理機能が成立し得

るものであり，私法的関係における紛争，公法的関係における異議その他様々な

争議に際して，必ずしも合理的なルールによらず，いわゆる有力者（Honoratio

nen) による調停斡旋がなされることもある。そのような解決方法の社会的効用

は，あながち一概には否定されるべきものではないが，それが不可避的に発生す

るのは，紛争等の処理体制が，手続的にも機能的にも未整備であるためで、あるこ

とが多い。水は万人のものであるという基本的観点、からしても，水に係る紛争・

争訟の処理は，それが大きな社会的問題となる場合にあっては，万人を納得せし

める正当性（Legitimitat）の信念によって根拠づけられるものでなければならな

し、。

これらの特殊性が，どのように具体化され，円満かつ適切な問題の解決に資さ

れるかは，各国の憲法制度の下における立法政策（適正妥当な慣習法の承認を含

む。）の問題である。

本稿の記述については，1976年 2月のカラカス会議におけるスベイン代表ピセンテ・

ヒネル博士の報告（AnnalesJuris Aquarum II, Asociaci6n Internacional de 

Derecho de Aguas, 801～821頁） およびドイツの法学者によるイタリア水法の体系

的概説書（H.G. Altenburg; Benutzung und Verwaltung der Gewasser in Ital 

ienischen Recht, Berlin, 1971）にその多くを依拠し，なおイタリア水法の関連条文

については，原典の公共事業関係六法（AlbertoVaranese; Codice delle Leggi sui 

Lavori Pubblici, Milano, 1962）を参照した。

（建設省計画局，国際水法学会会員）
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