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世界の水法 CVI)

一一水資源法と水環境法一一

三本木健治

I プラトン対話篇の処方隻

構造主義哲学の創始者として名高いフランスの文化人類学者レヴィ ・ストロース

は，人類の歴史におけるこつの奇蹟として，ギ リシャ文明の勃興と 日本の明治百年の

近代化を挙げている（昭和52年10月19日夜NH Kテレヴィジョンによって放映された

初来日のインタヴューにおいて）。

われわれ日本人に対するこのような栄誉ある評価が，万人に認められたものである

かどうかは，さておくとして，突如として北東地中海沿岸に出現し，数百年の間にあ

らゆる政治形態を体験しつつ，哲学 ・科学 ・文学 ・芸術の撃を開いた古代ギリシャ文

明の消長は，たしかに人類史上最大の奇蹟の一つである。

周知のように，ギリシャ哲学は，つねに自然、への驚異の念を根抵としており，その

開祖であるイオニア地方ミレトス（現在のトルコ領）のターレスは，汎自然界の統一

的説明を可能にする窮極的なもの，すなわち万物の始原（arche）は水であり，万物は

水より成り，水に帰ると説いた。イオニア派の万物生成消滅の理論に対して，数を基

本とする世界の存在秩序を説いたのは，イタリア南部のピタゴラスである。

これらの古代ギリシャ世界の自然観を普ねく学び，壮大な体系を創り上げたプラト

ンの対話篇の中には，水の化学組成を暗示する個所がある。これは， 18世紀のキャヴ

ェンディシムラヴォアジェらの発見に2千年以上も先立つものである。いわゆるプ

ラトンの宇宙論第一作「ティマイオス」によれば，万物を構成するものは，火，空

気，水および土の 4要素であり，これらはそれぞれ正4面体，正8面体，正20面体，

正6面体（立方体）の形相を有している。したがって，最も尖鋭なものは火であり，

最も安定したものは土であるが，正3角形を寄せ集めたものである前三者の聞での
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み，相互変換が可能である。そのような変換式の例として，火の元素1っと空気の元

素2つが結合すれば，水の元素1つができる。もちろん，近代化学が解明した原子構

造には合わないが，単なる比除を塗かに超えた洞察であろう。

これに続く宇宙論第二作「クリティアス」は，大西洋に沈んだ伝説の国アトランテ

ィスについての未完の物語であるが，この中には，高度に水利用を図ったアトランテ

ィス平野とその首都の土地利用形態が，詳細に述べられている。これを要約すれば，

次のとおりである。

三方の山岳地帯から東西 3,000スタデイオン（約533km）・南北2,000スタデイオン

（約355km）の長方形をなす平野に流入する水は，最外縁の大運河をめぐり，すべて100

スタデイオン（約17.76km）の間隔を保って平野を碁盤自のように分割する用水路に，

くまなく配分される。これらの区画はさらに分割されて，全体で6万の耕地区画が整

然と形成されていた。この用水路は，木材や山の幸の輸送路でもあった。農用地の最

南端には，海に面する円形の首都が幾重にも濠をめぐらして造営され，その中心部に

は，冷泉と温泉が湧出し，上水源と浴場に利用されていた。首都の最外壁の水路と港

には，世界各地の商船が満ち溢れていた。このように栄華を極めたアトランティス主

固には，神々の懲罰を受ける運命が迫っていた。

予定された宇宙論三部作は，何らかの事情のため，ここで中断する。そして，関心

を現世に向けて，最晩年（紀元前 360年以降）の大作「法律」の執筆にとりかかる。

この対話篇は，哲人政治の理想を説いた「国家」に比較すればより現実的な「法の支

配」の観点に立ち，国外旅行の豊富な経験をもとに書かれたものである。その中に

は，水の法制に関する数々の処方築も収められており，現代においてもなお清新さを

失っていない注1）。

a. 「雨水が山の高みから山あいの落ち窪んだ谷間へと流れ込むときに，国土に害

をなさず，むしろ利益をもたらすようにと，水の溢出を堤防や堀で防ぎます。こ

うして谷が雨水を受けいれ，呑みこんで，下流のすべての畑や土地のために，流

れや泉をつくり，最も乾いた土地にさえ，たくさんのよい水を供給するようにし

ます。」（第6巻， 761B) 

ここに示されているのは，治水事業，河川総合開発，用水路事業，地下水油養な

ど，現代のわれわれが行っているものと何ら変りはない。

r b. 「湧き水については，流れであれ，泉であれ，植木や建物でいっそう美しく飾

り，地下の水路をつくってこれらの流れをつなぎ，たくさんの水をため，もしそ

のあたりに神に俸げられた聖なる森か神域があるならば，水路をつくって神殿の

なかにまで四季を問わず水を送って，それらを美しくします。またこのような場

所はどこにも，若者たちは自分たちゃまた老人たちのために体育場をつくり，老

人向きの温浴場をしつらえ，よく乾いた薪を豊富に用意し，病いに苦しむ人びと
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や，百姓仕事に疲れきった人びとの身体を癒すべく， やさしく受けいれてやりま

す。これは，下手な医者にかかるよりもはるかに役に立つものです。」（向761C,

D) 

ここには， 実に細やかな為政者の愛情が示されている。貴重な向然の湧水源には必

要な人為を加えて，美的環境を創造すること，溜渇せしめないこと，また，これを聖

なるものに捧げることにより，その改廃を防止すること，さらにこれを，特にいたわ

りを必要とする老人 ・病人 ・勤労者たちの慰楽のために用いること等々，素朴な言葉

で綴られてはいるが，法の精神の極致ともいうべき個条である。

c. 「とくに水に関しては，（ 3人の）都市保安官たちは，…－充分にそして清潔な

状態で泉へ導かれ，都市に美観をそえるとともに，役にも立つようにと配慮しな

ければなりません。ですから，これらの人びとも，公共のことに尽くす能力と時

間とを持つ者でなければならないのです。……市場保安官は，……市場にある神

殿や泉を管理して，何びともけっしてこれに害を加えることのないようにしま

す。」（同763D,7648) 

湧水を水源として導水される水は，都市住民の上水となり，また，都市に美観をそ

える噴水となる。特に多数の市民や異邦人が往来する商業地核においては，これが損

傷されることのないようにしなければならない。このために特別の公務員が選出され

て，衛生上，美観上，また水需給上にも，遺憾なく管理と監視がなされなけれぽなら

ないということである。

cl. 「自分の土地に水（農業用水〉を引きたいと思う者は，公共の水源から引くべき

であって，誰か個人の所有に属する，地上にあらわれている泉から水をとっては

なりません。彼は，家，神量生，墓所を避けて通るかぎり，どこを通って水を引い

てもかまいませんが，その際水路を掘る以外に損害を与えてはならないのです。

またもしある場所が，土質が乾燥していて雨水がたまらず，必要な飲み水に事欠

くならば，自分の土地を粘土層まで掘ってかまいませんが，もしその深さでもま

だ水が出ないならば，家中の人の飲料水に必要なだけを，隣人のところから引く

ことが許されます。またもし隣人のもとでも水が不足しているならば，地方保安

官のもとで水の配給量をきめてもらい，それを毎日受けとり，こういうふうにし

て，隣人と水を分けあうべきです。」（第8巻， 844A, B) 

この辺は，当時の農業地帯の慣行のエッセンスと見るべきであろう。後世の法概念

にこれを置換えるとすれば，第一に，他人の用水は侵害してはならないこと（公共的

用水供給の普及が前提となっているが）， 第二に，地下水と異り湧水は土地の付属物

とみなされていること（スイス民法第667条の立法主義と同様である），第三に，無償

の用水地役権が明文化されていること（フランス田園法 CodeRural第135条は有償

主義である），第四に，浅層地下水の掘さくのみが認められていること（深層地下水
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掘さくの技術がなかったわけではない），第五に， 飲料水に関しては， 渇水権 ・余水

利用権が認められること（イスラム水法の基本原則＜本誌第115号 37～39頁＞を思わ

せる），第五に，隣人と水を分け合うべきことおよび地方保安官がこれについて妥当

な裁定を行うべきこと（水共同社会とその公的秩序）である。これらの考え方は，現

在も各地の法として生き続けている。

e. 「上の土地で耕作をする者や，境を接して住んでいる者に対して，下に住む者

たちの誰かが，もし雨水を流さないで損害を与えるか，あるいは逆に，上に住む

者が不注窓に水を流して，下の者に損害を与えるならば，そして，与えた損害の

ゆえに，これらのことに関して，彼らが互いに協力しようと欲しないならば，誰

でも望む者が，都市では都市保安官に，田舎では地方保安官に訴えて，双方が何

をすべきかをきめてもらわねばなりません。」（同844C)

これはまさしくローマ法の雨水阻止訴権（本誌第 114号1頁参照）に相当するもの

である。この対話篇が主としてクレテおよびスパルタの法律から素材を得ているとす

る通説にもかかわらず，初期ローマ法との相互影響関係を推測させるに足る重要な部

分である。事実，プラトンは，ひんぱんにイタリア方面へ旅行しており，この法律の

舞台がシチリア島に擬せられたこともあった。しかし，当時のイタリア南部は，カル

タゴとギリシャ，後にローマの三者が相魁する土地であったため，対話の背景として

は，より穏かなクレテ島が選ばれたとされている。

f. 「水は何にもまして，庭の作物にとって栄養を与えるものですが，それはまた

汚染されやすいものです。 －－－そこで，それについて，次のような法律を定める

のがよいでしょう。もし誰かが他人の水に，その水が湧き水であれ，貯水であ

れ，薬物によるか，溝を掘るか，あるいは盗みによって故意に損害を与えた場

合，被害者は補償請求額を書き記して，都市保安官に提訴すべきである。」 （同

845D, E) 

水は汚染されやすいものという認識は，すでにここにもあったが，当時の経済社会

の実態からして，公共用水域の広域的汚染・蓄積汚染などといった観念には言及され

ておらず，一般的な対応策としては，私的な湧水 ・貯水に対する障害一般を民事的に

処理する制度を示すに止まっている。ただし，都市地域にあっては，前記のように，

公的な取締規制がなされるべきものとされている。

これらの処方婆を含む圧巻の対話篇は，グレテ人とスノ勺レタ人を相手に，あるアテ

ナイからの客人が，実現されるべき理想の法制について語るという筋書きになってい

る。作者プラトン自身は，アテナイ郊外のアカデメイアの学頭であり，そこでは，諸

国の法律制度の研究も盛んに行われ，幾多の立法者 ・政治家が育って行った。宇宙論

に先立つ対話篇「国家」とならんで，この書が後世の国家学 ・法律学に与えた影響は

大きい。しかし，これらの書は，そのままの形ではついに実現されることのなかった
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理想国家論，実施されることのなかった模範法典集である。

注 1）プラトン全集13「法律」店波書店，昭和51年，池田美恵訳。

II 保全と利用のフィロソフィー

発生的に見れば，水資源法は，利用を指r<•J し，水環境法は，保全を指向する。前者

は，有益なものを役立てることであり，後者は，有害なものが入りこまないようにす

ることであると単純に定式化すれば，従来の観念では必ずしも明確でなかった函で

は，船舶航行・レクリエーションのための水利用に関する法令も水資源法に入るもの

となり，その反面治水に関する法令は水環皮法の範憶に属するものであって，国土保

全は，広義の環境問題として考察されなければならない。ところで，水に係る資源利

用と環境保全とは，自ら価値の序列があるべきであろうが，往々にして相対立するも

のとなるのが，現代の様相である。

アメリカ合衆国の水法の基本理念として各州の判例法にあらわれた beneficial and 

reasonable use という用語には，あくまでも利用の範磁の中で，「天与の資源にふさ

わしくその恩恵、を享受すること」， 「他人の利益を害しないような節度を持つこと」と

いったニュアンスが含まれているが，もはや形容詞を幾つ重ねても無駄であるほど

に，保全か利用かの二者択一を迫られる場面（例えば，近年アメリカ合衆国の環境訴

訟において差止命令 injunctionを請求するケース）も増加して来ている。

以前筆者は，ある雑誌の求めにより，匿名のコラム記事として，次のような一文を

草したことがあるが，本シリーズの主題に関連して，ここに再録をお許し戴きたい。

一一「細く 長く」という言い方は，サラリーマンの処世訓じみているが，古くて新

しいことながら，数年前，一つの資源問題に関して，学者と官庁の共同検討会が得た

結論である。国土の保全上1日もゆるがせにできないという緊急事態のために，資源

利用の全面停止の措置がとられたのはやむをえないことではあったが，そのような結

果に対する反省としてこの言葉が使われたのである。同時にこれは，現代至るところ

に見うけられる狩猟社会的観念に対する反省でもあろう。もっとも，ライオンはキリ

ンを絶滅させるような捕獲は決してしない。本能的に餌食たる種の繁殖のサイクルは

つねに維持していると動物学者が言うのを信ずるとして，「人間の人間に対する狩猟

社会」と補足しなければ，動物の社会から非難の声が出るかも知れない。

ところで，このかけがえのない地球の隅々にまで，アマゾン河でもバイカル湖でも

「保全Jと「利用」が二律背反の様相を呈している現在，これを両つながら理解する

ための基本的な認識は何か，フィロソフィーたるべきものはないかと先頃聞かれたと

き，筆者の友人が急いでこしらえてくれた盛り沢山のパロディ集がある。このような

難しい問題は，近代理性の発現者たる数々の賢者達にも関く必要があろうということ
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である。その中から時代を追って拾ってみると，

第一「我保全す，故に利用あり。J

解析幾何学の創始者でもあるこの哲学者の言は， X軌とY輸を変換した主張もなさ

れることがある。

第二「人聞は保全する葦である。たとえー滴の利用が彼を滅ぼすことがあるとして

も，保全するところに，人間の無限の尊厳がある。」

この哲学者は，近代確率論の濫鰐となった手稿を残し，また，自らコンピューター

の試作を行った人である。「利用」の危険は前者に，「保全」の裏付けは後者に，それ

ぞれなぞらえられないこともない。

第三「利用は保全を契機として世界精神へと止揚される。」

人垣の聞から馬上のナポレオンを見て，「見よ，世界精神が行く ／」と言ったと伝

えられるこの哲学者の世界は，まことに気字壮大なものがある。

第四「利用は生きんとする意志であり，保全はその諦観である。」

ベルリン大学において前者と争って同時講義を催したが，学生が一人も聴講に来な

かったという記録がある。その歴史的価値を見出したのは，次の哲学者である。

第五「利用は力への意志であり，保全はその永劫回帰である。」

パロディがここまで来ると，作者自身にも何のことかわからなくなっているようだ

が，東洋的な味わいも捨て難いと思われるので，あえて按露したい。

第六「利用は，保全の中に投企された現存在である。」

西南ドイツの森の中に85歳の高齢をもって隠棲している哲学者の近況は，むしろ禅

の境地に近づいているということである。（その後， 1976年5月26日に逝去した。）

わが国で古今に比類のない賢者からも一つ。

「和を以て貴しと為す。J一一

現代の状況は，これらの相刻する価値を，多重化された構造において理解すべきこ

とを迫るものである。すなわち，有限な資源は，それ自体としての保全方策をとる必

要があり，可能な限り無限に近い再生利用を図るべきことが現実の課題となってお

り，また，環境は単に保全すべきものである以上に，望ましい姿へと創造して行かな

ければならない。その基本的視座として，大衆社会論によって著名なスペインの哲学

者オルテガは，次のように言っている。 「私は，私と私の環境である。そしてもしこ

の環境を救わないなら，私をも救えない。生れし場所に祝福あれ。〔Yosoy yo y mi 

circunstancia, y si no lo salvo a ella no me sal＇’o yo. Benefac loco illi quo 

natus es.）」 注2〕 ここにいう環境とは，「Circum-stantia，われわれの周囲にある，こ

れら寡黙なものたち」庄のである自然環境のみならず，社会環境 ・文化環境を含むもの

であるが，オルテガの中心命題であるこの言葉は，今われわれにとって辰も身近なも



三本木 ：世界の水法 〈百〉 7 

ののように感じられる。

注2)Jose Ortega y Gasset: Meditacione~ del Quijote, Madrid, 1914. マタイ

ス・佐々木孝共訳「ドン ・キホーテに｜廻する思索」現代思潮社，昭和50年， 26

頁。

注3）向上， 22頁。

III コロンピアの総合立法

現代において，極めて理想主義的な体系を有する資源 ・環境総合立法を実現させた

（というよりはむしろ実現の場となることを受入れたという方が正しいかも知れなしつ

国は，南米のコロンピア共和国である。 1974年の初めに，コロンビア政府は，「回復

可能な自然資源ならびに環境の保全に関する法典」の起草について， FAOの助力を

求めたが，これに先立って FA Oは， 1969年に自然資源・人間環境に関する総合ワー

キング ・グループを設置し，資源と環境の問題を一貫した政策形成と国際活動に着手

していた。 FA Oは，コロンピア政府のための草案作成に際して， UNDP〔国連開発

機構）と共同で現地派遣チームを構成したが，その長にはアルゼンチンのカーノ教授

(Pr. G. J. Cano，国際水法学会初代会長）が任ぜられ，内水面・海面の漁業法制，森

林資源および国立公園行政についての3人の専門家の参加を得た。

先年駐日大使を勤めたこともある学者外交官のカーノ教授は， 1930年代から一貫し

て，私法の領域からの水法の独立を説き，また， 1950年代以降，アルゼンチンの立法

の実際において，総合的自然資源法の中の水法の位置づけないしは水を媒介とする自

然資源の包括的把握の必要性を主張し，さらに近年は人間環境と水法との望ましいか

かわりについて，世界各国を指導する立場にある，現代のプラトニストである。コロ

ンビアの法典の起草のために，自然学的基礎（physicalbasis〕に立って自然、資源の諸

諸の特徴に応じた多角的区分がなされたが注4〕， そのような区分の法制的意味を敷街

してさらに整理すれば，要旨次のようなものとなる。

a. 自然資源は，その持続性（durability）の指標から，恒常的（perrenial〕，回復

可能（renewable），回復不能（non-renewable）および断続的（intermittent）資

源に分類し，それぞれについて，開発の経済性 ・保全政策の選択などの分析を行

う。この観点からは，地表水は一般に土地 ・海などのように恒常的なものである

が，地下水は，動物 ・植物のように，人間の手で酒渇 ・消耗することはあって

も，同様に回復させることが可能なものである。

b. 環境へのインパタトの観点から，利用に際して，賦存状態の変形（transforma 

ti on）を伴うものと，そうでないものを区分する。 レクリエーション ・輸送 ・漁

坊のための水利用は，空気と同様に，官1i者に属するが，その他の水利用，特に地

下水および大気中の水の利用は，鉱物・植物と同様に，後者に属する。
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c. 代替性すなわち経済的選択の観点からは，空間・土地・水・海は，始原的

(primary or original－ーギリシャ哲学の archeを思わせる一一）資源であり，

鉱物・動物・植物などは，要素複合的（composite）資源である。

d. その他，エネルギ一室lj出要素（energeticelements）・輸送要素（transportele・ 

men ts）・遠隔通信要素（telecommunicationelements）などの指標を導入し，潮

汐・地熱・気候・風・ヘルツ波などに至るまで，有体物・無体物（materialor 

immaterial）を問わず，およそ自然界の有用な（beneficial），時には害のある

(harmful）存在は，すべて自然資源法の検討対象として，分析する。このように

エクステンシヴな研究の上に初めて，自然資源の相互依存性・資源と環境の有機

的な関連を正しく把握した総合法制が可能となる。

1974年12月18日の大統領令によって公布されたコロンビアの法典の主要な構成は，

次に示すとおりであるが注5），そこに盛られたものを見る限りでは，「回復可能な自然

資源（Recursosnaturales renovables）」は，純粋に自然学的な区分にこだわらずに，

最も広い政策的意味Iこ使われている。それは，従来恒常的なものと思われていた大気

や地表水L 人聞の経済活動によって汚染され，または澗渇しつつあり，これを回復

させ，保全することが，最も緊急かつ重要な課題となっているからである。

＜「回復可能な自然資源ならびに環境の保全に関する法律」の構成＞

第1編環境

第1部定義および環境政策の一般原則

第2部 国際的利害を有する環境問題

第3部環境政策の実施手段

第1章経済的誘因

第2章教育，マス・メディアの活用，国家環境局

第 3章環境賦課金

第4章環境情報システム

第 5章環境に関連する施設および公共工事への国の財政援助

第6章環境インパグトの公表

第7章地域制

第8章環境非常事態

第4部 自然資源以外のものに関する環境保全原則

第1章化学物質，有害物質および放射性物質

第2章騒音

第3章廃棄物

第4章回復不能な自然、資源の環境インパクト
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第5章人間および動物の健康

第2編 回復可能な自然資源の所有関係，利用および環境インパクト

第1部すべての自然資源に通ずる原則

第 l章回復可能な自然資源の所有関係

第2章 回復可能な自然資源に関する行政活動

第3章回復可能な自然資源の保全

第4章優先権

第5章 公的所有の対象である回復可能な自然資源についての利用権の取得手続

（慣行利用権，許可および特許）

第6章 回復可能な自然資源に係る権利の登録，台帳および一覧図

第7掌社会的目的または公共の利益のための回復可能な自然、資源の私的所有お

よび利用に関する制限および限界（制限，限界および承役ならびに自然資源の

保全のための財産の取得）

第2部大気および上空空間

第3部陸水

第1章 総則（水，水路および水体ならびにそれらの敷地および隣接地域）

第2章水利権の取得の方法

第 1節慣行に基づく水利権取得

第2節特許（資格および期間，特許付与に当たっての優先権，特許付与の性

格および条件，付与手続）

第3節水利権取得のその他の方法

第3章水路および水体の敷地および隣接地域の利用および所有

第4章 承役（導水施設の通過，排水，ダムおよびそのアノミット，水輸送および

家畜水飼のための通行権，堤防の利用）

第5章水工作 物

第6章水の利用，保全および維持（汚染の防止および規制，鉱業・雨水に関す

る特別利用）

第7章地下水

第8章水および水路の行政（行政庁の権限）

第9章料金

第10章水利用者の団体

第11章罰則

第4部海および海底

第5部第 ・次的エネルギー資源

第6部地熱資源
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第 7部土地および土壌

第 1章農用地（行政庁の権限，土地利用および土壌保全）

第 2章 農用地以外の土地（都市 ・住宅 ・工業用地，空港 ・道路 ・鉄道用地）

第8部地上の植物相

第 1章値物の保全および保護

第 2章野生の植物（定義，行政権限，管理）

第3章森林（維持，伐採，森林産業， 植林，森林管理への技術援助，森林調

査，森林生産市場）

第4章森林保全

第 9部地上の動物相

第 1章 野生生態および狩猟（分類および定義，行政権限，禁止）

第10部水中生物資源

第 1章 水中の動物相および槌物相；漁業（分類および定義，行政権限，漁業，

規制および監督，禁止，罰則）

第2章水産養殖および漁業の振興

第11部植物相および動物相の健全な保全

第12部景観資源、およびその保全

第13部 回復可能な自然資源の管理のための諸手続

第 1章 回復可能な自然資源に関する警察（公務員，警察官の協力）

第2章特別管理区域

第 1節総則

第2節特別統合管理地区・レクリェーション区域

第3節流域（定義，行政権限，流域管理，財政援助，利用者の協力）

第4節土壌保全地区

第 5節 国立公園システム（構成要素，定義，システムの目的，利用，行政権

限，禁止）

第3章利用者の組織および環境保全団体

ここにそのフレームワークのみを紹介したコーヒーとエメラルドの国コロンビアの

最新の法典は，立法技術的精巧さの問題以前に，その包括性総合性の点で，最も新し

い世界の模範法典たるべきものとして，近隣の中南米諸国のみならず，他の多くの国

国の識者から，高い評価を受けている。

注 4)FAO: A Legal and Institutional Framework for Natural Resources 

Management, Rome ; 1975. Annex I. 

注 5）向上，AnnexIT. 
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IV 水法を包摂する体系

人類の永い歴史を通じて，水利用は，土地利用と密接な関係を保って来たが，その

関係は，必ず．しも水利用が土地利用に従属するということではなかった。しかしなが

ら， 19世紀の西欧諸国に成立した伝統的法制が，土地所有権の絶対的自由を，水法の

成熟に先んじて宣言した結果，河川水に対する沿岸権主義（ripariandoctorine），地

下水に対する土地所有権の包括的効力などの法理が，当然、の帰結であるかのように考

えられた時代があった。そのことは，水法の発展を狭義の土地法，すなわち私法の領

域に封じ込めようとする旧来の論理に表現されている。

また，水は土地と同様に，最も基本的な経済活動の素材である。近代以降の飛躍的

な経済社会の発展の蔭には，これらがつねに従属的に追随すべきものとする考え方が

あった。その過程で徐々に成立した水法上の観念としては，コモンロー諸国における

優先専用権（priorappropriative right），成文法諸国における許可水利権などが，近

代的権利として構成された。さらに進んで，需要が供給を大幅に上まわるに従って，

水利権の確保が経済活動の増幅のために不可欠であることから．水の合理的利用さえ

もが，時として私権的~c観念される水利権の主張に従属する様相さえ呈するに至っ

た。

現代の世界の水法は，このような旧来の観念から大きく脱皮しつつある。その先駆

的な成果は， 1933年のイタリア水法に見ることができるが，第二次大戦後，特に過去

20年来の主要な国々の水法の発展には目覚ましいものがある。すなわち，西ドイツ

(1957年），イスラエル（1959年〕，英国（1963年），フランス（1964年），イラン（1968年〕，

再び英国（1973年），そして前掲のコロンピアなどの新しい水法が，その代表的な事

例である。これらの現代的立法は， FAQのカポネラ博士（Dr.D. A. Caponera）に

従えば，公的・私的および地表・地下の水資源についての二元的な法制，すなわち単

純な利用指向型（use・orien ted）のアプローチから，水資源の本性に立脚した資源指

向型（resource・oriented）のアプローチへと明白に方向を転換するものであり，水文

的循環の法的承認、，水管理諸制度の機能的統合，諸法令規制の調和的整備，私水の概

念の発展的排除ならびに公共的ないしは共同体的水資源法制の確立などの基本的傾向

を有するものである。また，流域を単位とする水資源管理の一元化の方向が一般的に

是認されるに至り，流域内のすべての水資源の保全・開発・利用を一貫して規律する

ための基本ルールを政策的・計画的に実現する体制の整備が図られつつある注6）。

われわれの宇宙に生起するものには単独に存立するものはあり得ない以上，一つの

小宇宙としての水法が独立するときは，それを包摂すべきさらに大きな体系は何かと

いう問題が生ずる。との点に関する近年の世界の水法論調には，大別して二つの流れ

がある。カポネラ博士は，将来の水法の発展が，環境指向型（environment-oriented)
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の立法に統合される可能性を示唆しながらも，包括的な自然資源立法の中に位置づけ

ることに強調を置いて，水法の外延的問題としては水と他の自然資源との聞のフィジ

カノレなインパクトを第・義的なものとしている注7〕。前述のコロンビア共和国の新し

い立法は，そのような可能性と現実性の双方にまたがるものである。

これに対し，ニューヨーク・フオーダム ・ロースクールのテクラフ教授（Pr.L. 

A. Teclaff）は， 1973年冬のニューデリー ・セミナーにおいて近年の環境立法の傾向

が今後も続くならば，多くの国々の水法は，一般的な環境法の一分野となるであろう

と明確に指摘し，その例証として，次の諸点を挙げている注8）。

Ill 幾つかの国々では，水汚染問題は，環境保護という包括的課題に組み込まれ

た。

(2) 1960年代の合衆国の立法は，次に示すように，特定の課題から環境の全体性へ

の進展を跡づけている。すなわち，

1961年．流域保護および洪水防禦法改正

1964年．水資源調査法（さらに1966年改正）

1964年：土地 ・水保全基金法

1965年・水資源、計画法，水質法，水レクリエーションプロジェクト法

1966年：清水回復法

1968年：原生 ・景観河川法

1969年：国家環境計画法

(3) 1970年の水質改善法は，水資源開発の計画および許可に際して，生態一般への

インパクトを考慮、に入れるべきこと，環境へのインパグトおよび当該プロジェク

トのあらゆる可能な代替案を提示する報告書を整備すべきことを義務づけた。

(4) 水汚染規制jと他の環境保護問題とを一体化した合衆国におけるように，他の国

国においても，環境問題への統一的アプローチのために，行政の統合（例えば，

「環境スーパー機構」〉がみられるであろう。（1973年英国水法もすでにその方向

にある。）

テクラフ教授の所論は， 1976年2月のカラカス会議においても，繰返し展開された

ところであるが，再びカーノ教授は，その最終セッションにおいて次のように述べ

た注的。

「もしわれわれが，図形的に水法と環境法との関係を表現しようとするならば，環

境法が同心円的に水法を包含するものとすべきではなく，部分的にオーパーラップ

した二つの円として構成すべきてあっで，共通の問題が出会う部分と，相異なる性

質の問題が分かれる部分とがある筈である。ヨーロッパ環境法委員会のミシェル・

プリウール氏（フランス）は，水と環境との関係についての文書において，水に特
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定した問題のみならず，森林立法およびj地利用立法について広く言及し，私の確

信を強く裏付けている。」

将来の世界の水法の発展において，これをさらに大きく包摂すべき体系を，一般的

資源法とすべきか，一般的環境法とすべきか，ここにその一端を現わした意見の相異

は，！日大陸的ないしはラテン的世界とアングロサタソン的世界のメンタリティの違い

に由来するものであるかも知れない。その一方には，つねに斉合的な法典集成化を試

みて来た成文法主義の伝統があり，他方には，現実の必要に応じて個別l的具体的法制

度を充実させて来たコモンローの伝統があり，そのいずれもが新しい時代の要請に応

じて，それぞれに大きな跳躍を望もうとしているものと考えることもできる。このよ

うに伝統に深く根ざした理念の表現の差異に加えて，当然のことながら，水法は，そ

れぞれの国における資源と環境に係る所与の条件によって，その発現の態様が異なる

ものである。しかしながら，新たなコミュニケーションの発達による文化的風土の差

の解消は，気候的風土による制度の差すらも縮小させつつある。

ところで，千数百年来の東洋文明に加えて，明治以来の近代化の過程において，欧

米の文化を抵抗なく受け入れることのできたわれわれ日本人は，最も公平な視野から

世界各国の意見に耳を傾け，最も理想的なものと最も現実的なものとの融合のために

寄与することのできる立場にあるのではないか。すでに1910年代（大正初期）にオル

テガは述べている。「ローマの文化は，その高度の段階においても，（ギリシャの）全

くの反映，すなわち西洋に対する日本の位置にある。」日本列島は，流入のみあって

流出がないという意味で文化果つるところなのではなく，世界の諸文化の土甘塙であ

り，再生の場であるとする認識に立って， 20世紀の残りの年月か，あるいは21世・紀に

おいては，各国の優れた法制を総合して新たにローマ法的体系を構成するという栄誉

を，われわれが担うこともありえないことではないと思われる。

注6）日本河川協会「河川」昭和51年4月号所載の拙稿「国際水法学会第2回会

議の成果Ill」。

注 7）向上。

注8)Ludwik A. Teclaff ; Trends in Water Legislation and their Implica-

tions for Planning, Policy Making and Administration, New Delhi, 1973, 

103頁。

注9) 「河Jll」昭和51年7月号所載の拙稿「国際水法学会第2回会議の成果（3）」。

注10)Jose Ortega y Gasset ：前掲， 57頁。

（建設省計画局，国際水法学会会員）
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