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世界の水法（咽〉

一一プロイセン水法と東西ドイツ水法一一

三本木健治

はじめに

我国の近代的な治水三法，すなわち旧河川法，砂防法および旧森林法が明治 29年

(1896年）に制定されるに至るまでの水法制の草創の時代に，先人がどのような内外

制度を学び，そしてどのようにして法典を編纂したかは，それ自体として極めて興味

のある課題であるが，とりわけ大きな影響を与えたものは，同様に生成発展の過程に

あったドイツ諸州の水法であるといわれる。

ドイツ諸州における同時代の水法典の編纂は，次のよ うな経過を辿っている。

1876年 ブラウンシュヴァイク水法

1887年ヘッセン水法

1889年パーデン水法

1900年 ヴュルテンベルグ水法

1907年バイエルン水法

1909年ザクセン水法

1913年プロイセン水法

1928年 メグレンフりレク水法

1932年 テューリンゲン水法

これらの中で，一時代のドイツ水法の完成と目されるものは，プロイセン水法（全

401個条）であり， ピスマルクによ る1871年のドイツ統一以来40年余にして， しかも

第一次世界大戦の前夜にさしかかってではあるが， ドイツ法学の粋を集めて成ったも

のである。その第399条（79項目の旧法廃止規定）を見ると， 数世紀以来の水関係法

令が極めて複雑多岐にわたっていたものであることがわかる。その中の主要な例とし
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て，一般国法（AllgemeinesLandrecht, 1794年制定）およびライン民法典（ナポレ

オン法典を継受したライン同盟諸州の民法）のほか，旧プロイセン領の共通法令だけ

でも，次のようなものがある。

(1) 利水に関するもの

1811年 新水車ノ設置及之ニ要スノレ認可ニ関スノレ普ー通法

1811年 水専用堰水及水ノ疎通ヲ図ノレ法律

1843年私川利用法

1879年水利組合設立法

(2) 汚染防止 ・排水に関するもの

1816年 舟行及流材可能河川不潔予防ニ関スノレ最高閣令

1846年 排水工作物ノ為ニ為スベキ公示催告手続及失権手続ニ関スノレ法律

(3) 治水に関するもの

1798年河川及運河改修ニ関スル行政官庁ノ告示

1803年 舟行不能ノ河川及運河ノ俊深並之ニ適当ナノレ維持管理法

1848年堤防御j度法

1883年 公川沿岸占有者ニ対スノレ河川工事行政ノ権限ニ関スル法律

1905年洪水危険予防法

(4) 土地利用に関するもの

1807年沼沢等ノ乾燥法

1889年土地登記簿制度命令（一部）

(5) 諸法

1874年漁業法（一部）

1880年耕地及山林警察法（一部）

(6) その他一般法

1669年河川及森林法並1791年水法ニ属スル規定

1830年内地河川警察命令

1883年 行政官庁及行政裁判官庁ノ権限ニ関スノレ法律（一部）

第二次大戦後，西ドイツ連邦政府は，その領域内の10州および西ベル リンにおける

従来の水法の独自性を活かしながら，これらを指導し，総合するための水管理法全45

個条（1957年7月27日）を制定した。

西 ドイツに6年後れて，東ドイツにおいては，「水体の保護 ・利用および整備なら

びに洪水危険からの保護に関する法律」全58個条（1963年4月17日）により，その領

域内で－行われて来たザクセン水法，プロイセン水法，メクレンブノレク水法およびテュ

ーリンゲン水法を最終的に廃止し，初めて国家単一の水法典を整備した。

西ドイツと東ドイツは，それぞれ連邦制 ・中央集権制の国制の相違から，水法に関
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連する次のような憲法規定にも見られるように，行政の統合形式を異にしている。

＜西ドイツ基本法（1949年）＞

第72条競合的立法領域に関しては，州は，連邦が立法権を行使するまでの間，ま

たは連邦の立法権の行使の限度において，立法権を有する。

2 連邦は，競合的立法領域に関しては，次の各号に該当する場合において，連

邦法による規律を必要とする限度で，立法権を行使する。

一個々の州の立法によっては，有効に規律されない場合

二ーの州の立法によって規律することが他の外｜または全体の利益を害するおそ

れがある場合

三法の統一または経済の統一の維持，特にーの州の領域をこえて社会関係の統

ーの維持について必要がある場合

第74条競合的立法は，次に掲げる領域に及ぶ。

十五土地，天然資源、および生産手段を公有または公共経済の形態に移すこと。

二十一 ……一般交通用の内水航路

第75条連邦は，次の事項について，第72条に定める要件に適合する場合におい

て，原則的規定を施行する権限を有する。

三狩猟制度，自然の保護および風光の保存

四土地の配分，国土計画および水の管理

＜東ドイツ憲法 （1968年改正憲法）＞

第15条市民の福祉のために，国家と社会は自然の保護について配慮する。水およ

び大気の清浄の維持ならびに動植物界および祖国の美しい景色の保護は，権限あ

る機関によって保障されなければならない。これらのことは，各市民の仕事でも

ある。

我国の法律制度のみならず，治水利水枝術においても大きな影響を与えたドイツ諸

州（特に東ドイツの領域をほとんどカパーしていたプロイセン，ザクセン等）の水法

の略歴は以上のとおりであるが，以下本稿においては，西ドイツで刊行された法令集

により，プロイセン水法とその双生児ともいうべき東西ドイツの水法制度のうち特に

重要な点の比較を試みることとしたし、。これに先立って，特に留意すべきことは，そ

の序文の中で， ドイツ連邦内務省参事官ホルスト・ロート博士（Dr. Horst Roth) 

が述べているように，両国の実質的な水法規定の大部分は，大幅に一致しており， 19

63年水法（東）は，水管理法（西）と同様に，地表水・沿岸水・地下水を包括的に統

合して規定し，また清潔維持，各種区域制，追加的な賦課金等多くの点で共通する政

策手段を有していることである。のみならず，両国は，望ましい水法の改革・補完の

面でも，相互に刺激を与え，先行のものを学ぼうとしている状況が見受けられ（例え

ば，東では1970年の風土法（注〉と取水料 ・排水料徴収令， 1974年の水保全区域令，西
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では1971年の連邦環境プログラム， 1976年の自然保護法， 水法第 4次改革， 排水課

徴金法など），水行政関係者の問題意識の共通性を感じさせるものがある。

（注） 1970年5月14日制定の風土法（Landeskulturgesetz）は， 景観の形成およ

び保護，郷土的自然、（heimatlicheNatur）の保全，土壌 ・森林 ・水の利用およ

び保全，大気の清浄維持，副産物の再利用および無害処理，騒音防止など，一

般に国土資源の適正利用と環境の保全の範爵に入る事項について，プログラム

的に規定した国民的憲章というべきものであって，その中の水に関する 5個条

について見ても， 63年水法以上に実体的な法規範を定めている部分は少ない

が， 包括的な理念の表明としては，ロート博士も述べているとおり，水法制度

発展の一つの新しい段階をふむものとみなされている。

1. 水法の適用範囲

東ドイツ水法（以下「東法Jと略す）には，定義規定（Begriffsbestimmu

唯一個条あり，これは，連邦水管理法（以下「西法」と略す）の物的適用範囲（Sach-

licher Geltungsbereich）を定める規定に相当する。これらと，プロイセン水法（以

下「普法」と略す）の「水流の観念」に関する規定を並列すれば，次の如くになる。

普法：「水流トハ自然、又ハ人工ノ河床ニ於テ継続シテ又ハ断続シテ地上ヲ流ノレノレ水

ニシテ其ノ地上ノ水源及其ノ水ノ流出スル池沼湖（池沼，水i留及之ニ類スノレ集

水）並常ニ其ノ地下ヲ流ルル部分ヲ含ミタノレモノヲ謂フ

魚類ノ飼養若ハ保管又ハ其ノ他ノ目的ヲ以テ滋水シ且人工的設備ニ依リテ水流

ヨリ引水シ又ハ之ニ排水スルコトニ依リ テノミ 水流ト連絡スル土地ハ之ヲ水流ト

看倣ス

溝渠ハ所有者ノ与ル土地ノ水ノ疎通ニ供セラノレルトキニ限リ之ヲ水流ト看倣ス

人工水流ノ ミ流出スル池沼湖ハ水流表ニ別段ノ定ナキ限リ之ヲ水流ト看倣サズ

動力用水路（水車周溝渠ノ如キ）及濯紙用水路ハ水流ト認ムベキトキハ之ヲ人工

水流ト推定ス

自然水流ハ之ニ人工的変更ヲ加ヘタル後ト難之ヲ自然水流ト看倣ス」（第1条）

西法 ．「この法律は，次に掲げる水体について適用があるものとする。

一 継続して若しくは断続して河床を流れる水，停滞している水又は泉から自然

に流出する水（地表水体）

二沿岸水体

三 地下水」（第1条第1項）

東法 ：「水体とは，水流および水面並びにその敷地（流路， 水路並びに流出路のな

い湖および池を含む。），地下水，沿岸水および浜地をいう 。」（第10条）



図 ドイツ水法地図

スイス
オースト リア
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I.ブラ ウンyュヴァイク 6，ヴュルテンベノレク

2.ヘソセン 7 バイエルン

3.ザーノレ（旧ヴュルテ ンベルク領） 8 ザクセン

4. 7ノレサス・ ロレーヌ （現仏領） 9 メクレンブノレク

5 .パーデン IO テュー リンゲン

これらの規定の比較から考察されることは，次の諸点である。

(1) 普法は，水流の所有・利用 ・維持 ・改良を中心にして構成されており（水流に

属さない水についての特別規定としては別に 10個条あるのみである）， したがって河

川の伏流水でない地下水，流出河川のない湖沼等を，水法の主たる対象と考えていな

かったが，西法および東法は，停滞水（「水流」に対する意味での「水面」）および地

下水も含めて，水体の観念を採用するに至った。

(2）普法は，自然のままのものとこれに人工を加えたものの包括と区分の関係に苦

心をしているが，西法および東法は，ほとんどこれを顧みていない。一般に公共物に

ついての法律的定義は，その存在と態様が何人にも自明のことである故に，本来的に

は法文上明記されなくとも不都合はないのであるが，西法 ・東法のような規定を特に

置く意味としては，水文的循環過程にある水，社会的経済的に有用であり，したがっ
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て法規制を必要とする水を総合的にとらえようとする点が認められる。

(3）商法は，我国におけると同様に，水とその敷地を一つの統合体とする水体（す

なわち水流または水面）の観念を確立しているが，東法においては，念のためその敷

地を特記している（この点，我国の旧河川法に類似し，普法の名残りを止めている）。

(4) 沿岸水体（領海）は，西法の当初規定には明記されていなかったが， 1972年の

水管理法第3次改正によって追加された結果，東法と実質的に同等のものとなった。

したがって， 両国の海域管理 ・港湾管理の公物法的基礎も，総合水法の中に置かれる

ことが明確となっている。

このほか， ドイツ水法の沿革史上，特に重要な点は，普法において初めて航行・筏

流可能性をもって公水とする主義が明確に放棄され，我国の旧河川法 （第1条「此ノ

法律ニ於テ河JIIト称スルハ主務大臣ニ於テ公共ノ利害ニ重大ノ関係アリト認定シタル

河川ヲ謂フ」）と同様の認定主義を採用したが， さらに「常時又ハ時々自然若ハ人工

ノ河床ヲ流レノレ水ハ其ノ河床ト共ニ公水ヲ成シ其ノ他ノ水ハ凡テ民法ノ意義ニ於ケル

私所有権ニ服スル水ナリJと規定したテューリンゲン水法を経て，前述の西法 ・東法

に規定する一般的な公水制度（少なくとも公共的な管理に服するという意味での）を

見るに至った。ただし西法においては，「州、｜は，水管理上副次的な価値のみを有する小

規模の水体および温泉として定められる湧水について，水の性状を変更する者の責任

に関する規定を除き，この法律の規定を適用しないことができる」（第1条第2項）も

のとされ，行政の効率の商からの配慮がなされているが，東法に至ってはそのような

例外も認められていなし、。これは，普法成立以来半世紀のドイツ水法の変遷の一面で

ある。

2. 水管理計画・許可の基準

西法は，水管理基本計画（Wasserw i r tschaf tliche Rah men plane）の策定について，

次のような概括的規定を有している。

「生活 ・経済関係の発展に必要な水管理上の要請に応ずるため， 河川流域若しく

は経済圏域またはそれらの一部分について，水管理基本計画が策定されなければな

らなL、。当該計画は，常に，発展に即したものでなければならない。

水管理基本計画は，利用可能な水資源，洪水防禦の要請および水体の清潔維持を

考慮したものでなければならなし、。当該計画の策定と国土計画の要請とは，相互に

調和が図られなければならない。

水管理基本計画は，連邦政府が連邦参議院の同意を得て定める指針に従い，州が

これを定める。」（第36条）

これに対応する東法の規定は，次のように直裁的に水管理計画上の諸原則を宣言し

ているが，これらは単に訓示的 ・精神的なものであることに止まらず，取水 ・排水を
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通ずる水利用の許可の際の具体的な基準となっていく（第11条第4項）ものである。

「……水管理上の諸措置の有機的編成は， 総体としての国民経済計画に従わなけ

ればならない。国家機関の諸措置は，河川集水区域に即した水管理上の計画および

成果に調和するものでなければならない。

水管理上の任務の計画および実施については，次に掲げる原則が妥当するものと

する。

a) 水の利用は，河川集水区域における均衡ある水管理が確保されるようになさ

れるべきこと。

b) 地下水は，優先的に飲料水に供されるべきこと。工業用水は，主として地表

水から取水すべきこと。

c) 廃水を排出する工場設設による水路からの取水は，廃水導出口の下流におい

て行うべきこと。

d) 水需要の充足は，人工および自然、の貯水池並びに貯留措置を活用して水賦存

の時期的および場所的変動を平準化することにより，また，余剰地域から導水

することにより，確保されるべきこと。

e) 水の汚染および浪費を防止すること。工業においては，可能な限り水の汚染

および浪費を少なくするための手段をとること。

f) 廃水の処理および排出は，最高水準の科学校術に従って，最大限可能な浄化

効果が得られるよう，また，水の再利用が可能な限りなされるよう，行われる

べきこと。特に，有用物質の再取得または廃水の農業利用（土嬢処理）が可能

となるような廃水浄化手段を採用すること。

g) 水供給と廃水処理の聞に，国民経済的・文化的発展に応じた調和が図られる

ベきこと。

h) 新しい生産設備の開発および稼働並びに住居地域の建設に際しては，予め適

切な時期に，水供給と廃水処理の施設が整備されるべきこと。

i) 工業・農業生産施設，交通施設，住宅建築および生産設備拡張に際しては，

水供給，無害な廃水排出および洪水防禦について配慮すること。

), k) …・・農業用地の利水および排水のための施設と水路の整備は，相互に時機

に適してなされるよう，調和を図ること・・・。

I) 水管理上の措置の準備および実施に際しては，国民の保養，健康の保護，衛

生，鉱水 ・温泉の維持・ 保全，都市建設，風致形成，自然保護，森林管理およ

び漁業管理を考慮に入れること。」（第3条）

最近の西法の改革（1976年）において，水管理計画の面では，計画達成上の支障行

為差止命令（第36条 a）， 一定の河川流域における管理計画の策定（第36条 b）等の

規定が追加され，特に，水質保全面での施策の充実が図られているが，これらの規定
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を通観しでも，西法そのものには，実質的な許可の基準として明示されたものはな

い。すでに普法中に，次に示すような特許付与に際しての法的覇束が加えられていた

ことに徴すれば，東法には普法の構造が強く残されていると見ることができる。

(1) 「申請ニ係ル利用ニ因リ水流ヲ不潔ナラシムル虞アルトキハ余水ヲ清潔ナラシ

ムルコトニ関シ周到ナル条件ヲ附スルニアラザレバ特許ヲ付与スルコトヲ得ズ」

（第47条第3項）

(2) 「申請ニ係ル水流ノ利用ニ依リ他人ノ権利ヲ害スル虞アル不利益ナル効果ヲ生

ズルモ其ノ起業ト両立シ且経済上相当ナル施設ニ依リテ之ヲ防止シ得ベキトキハ

特許ハ此等ノ施設ヲ為スベキコトヲ条件トシテノミ之ヲ許与スノレコトヲ要ス」（第

50条第1項）

(3) 「風景ノ著名ナノレ地方ニ於テ起業ト両立シ且経済上相当ナル施設ニ依リテ風致

ノ重大ナノレ致損ヲ防止シ得ノレトキハ斯カノレ施設ヲ為・ ・スベキ義務ハ条件トシテ

之ヲ起業者ニ課スノレコトヲ要ス」（第58条第2項）

(4) 「使用水量ノ分配ニ付又ハ各種ノ利用期間……ニ付両立シ得ザル数個ノ起業ニ

対スル特許許与ノ順位ハ先ズ其ノ起業ノ公益上ノ価値ニ依リ次ニ其経済上ノ価値

ニ依リ之ヲ定ム」（第61条第1項）

水管理計画は，土木校術プラス経済学 ・行政学といったマクロ的な性格を有する一

方では，その実質的な担保が個々の許可処分の基準に存するともいえる。地方分権的

な西ドイ ツにおいては，西法第36条第3項の連邦政府の計画（1966年9月策定）は前

者の範鴎に止まっているが，後者の側面は，直接の水管理者である州の運用で活かさ

れている。その一例として，バイエルン州内務省は， 1970年に12項目にわたる「水保

全原則Jを環境白書中に公表し，かっ，水保全白書においてさらに具体的な政策目標

を発表したが，その規範的内容は， 前述の東法の諸原則と多くの点で共通している。

（なお，これらの規定内容と連邦政府の近年の動向については， 拙稿「西ドイツの水

保全対策」←ー河川1975年8月号30頁以下を参照して頂きf；：＼，、。）

3. 排水 ・汚染規制と排水料金

ドイツ水法における一貫した観念として，汚染行為は， 水体の利用（Benutzung)

のー態様である。普法中 「水流の利用Jに関する節（全94個条）には，水流の一般使

用，引水・ 注水 ・貯留の権利の設定等と並んで，次のような排水 ・汚染規制の規定が

置かれている。

(1) 「土砂，石木， 鉱溢， 図形物及粘質物並獣屍ヲ水流中ニ投棄スルコトヲ得ズ

此等ノ物質ガ水流中ニ流入スノレ虞アルトキハ之ヲ水辺ニ放置スルコトヲ得ズ 水

利警察官庁ハ水ノ疎通ニ支障ナク又ハ水ヲ不潔ナラシメ他人ニ損害ヲ与フル虞ナ

シト認メタルトキハ其例外ヲ許スコトヲ得維持費ヲ増加スルトキハ其ノ維持義
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務者ノ同意ヲ得タルトキニ限リ其ノ例外ヲ許スコトヲ得」（第19条第1項）

(2) 「一般使用ノ程度ヲ越エ水其他ノ流動物ヲ水流ニ注入セントスル者ハ予メ之ヲ

水利警察官庁ニ届出ルコトヲ要ス 水利警察官庁ハ其ノ注入ガ警察上支障アリ又

ハ第41条ノ制限（後出）ニ抵触スト認ムルトキハ理由ヲ附シテ之ヲ禁止シ其ノ他

ノ場合ニハ注入ニ付警察上支障ナキ旨届出人ニ通知シ且其ノ他ノ公布例ニ依リ之

ヲ告示スノレコトヲ要ス……」（第23条第1項）

(3) 「左ノ利用ハ之ヲ為スコトヲ得ズ

一 水ノ流通ヲ変更シ又ハ水ヲ不潔ナラシメテ他人ニ不利益ヲ与フルコト

二水位ヲ変更シテ水流ニ関スル他人ノ権利ノ行使ヲ妨ゲ又ハ他人二土地ニ損害

ヲ与フルコト

三 他人ノ負担スノレ水流又ハ沿岸ノ維持ヲ困難ナラシムルコト」（第41条第 1項）

これらの規制は，法文上に見る限りでは警察取締の範鳴に属するものであるが，注

水権が，特許によって付与されることが一方で予想されており （第46条）， その場合

には特許の条件等によって汚染規制が定められることとなる。西法においては， 「水

体の利用」の定義上，地表水・地下水の取水・導水と，地表水・地下水への固形物・

流動物の導入・排出とは，全く同列に包括されて，いずれも同等の形式（オットー・

7 イヤ一行政法学の三分法による一般使用・許可・特許）において水行政庁のコント

ロールを受けることが一層明確となった（第2条，第3条）。

地表水の汚染規制に関する商法の沿草は，次のような経過を辿っている。

(1) 当初規定 ：汚染物質の搬入の禁止，堆積・導管搬送の配慮事項（第26条）

(2) 1964年改正追加：汚染物質の導管搬送の許可およびその条件等（第26条a～ f)

(3) 1976年改正追加：汚染物質の堆積施設の規制（第26条g)

このほか，当初規定の中に，汚染防除規則の実施の際には，次のような事項を規定

すべきものとする根拠が置かれている（第27条第 2項）。

a 最低限度の水質基準

b 各導水行為の取水可能総量

c 一定の禁止物質

d 一定の物質の最低許容基準

e 水質悪化に対するその他の防除措置

さらに1976年に排水課徴金法（Abwasserabgabengesetz）が成立し，第一次的には

自治体，第二次的には発生源に対して， 基準に適合しない排水に対する特別の賦課が

行われることとなった。

東法においては，排水・汚染規制に関し，前述2に掲げた基本規定のほかに，次の

ような規定がある。

(1) 「水体の清潔維持，住民および野生動物の健康の維持並びに水の再利用の確保
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のために，廃水の排出は，水管理庁（Amtfiir Wasserwirtschaf t）によって設

定された水体利用（すなわち水体への排水）の限界値の範囲内でのみ，これを行

うことができる。J（第11条第3項）

「取水， 清水・ 廃水の排出， 水位の上下による水体の利用その他の水利用で，

農業用地 ・林業用地の収穫力，住民の健康保持 ・保養および野生動物の健康に影

響を与えるものまたは水位 ・底地に本質的な変更を加えるおそれのある量および

質の引水は，許可を要する。J（第四条第1項）

(2) 「利用の許可において設定された限界をこえ， または許可を受けないで廃水そ

の他の有害な物質を水体に排出した者は，これによって発生した損害について，

責任を有する。

損害が不可抗力によって生じたものであるときは，前項の責任を免れることが

できる。」（第17条）

(3) 「……水体の中に， 塵芥，汚物その他これらに類する物を持ち込んではならな

い。－－…闘形物，流動物，ガスおよび放射性物質は，水体に有害な影響を与える

おそれがないように，処理され，堆積され，および消費されなければならない。

廃水の浄化を同時に行う措置が全くなされない限りでは，廃水を排出する工作

物の設置および新たな生産施設の操業を禁止する。」（第20条）

排水料金を含む水利用料金については，次の根拠規定があり， 1970年にその実施命

令が制定された。

(4) 「水体の利用については，特別の使用料・負担金令に基づいて，使用料および

負担金が徴収される。

あらゆる企業および施設の秩序ある廃水浄化を実施するため，水体への汚濁負

荷に関する一定の限界値を超えるものについて，排水料金の徴収が導入されなけ

ればならない。J（第19条）

4. 水に係る区域制限と補償問題

治水・利水それぞれに，公衆の被害を除去[Jし，公共の利益を増進するための手段と

して，一定の区域を画して自由な私権行使を規制する制度は，多くの国々に見られ

る。すなわち，洪水による被害を軽減するための洪水氾濫区域，水資源の量的 ・質的

保全を図るための水保全区域などがそれである。このうち，普法が採用したのは，前

者のみであり，次のような規定内容である。

(1) 「洪水ノ際危険ヲ生ズル虞アノレ水流に対、ンテハ第286条ニ依リ氾濫区域ヲ確定ス

ルコトヲ要ス但シ其ノ区域ガ洪水ヲ自由ニ流通セシムル為築堤セラレズ且本節ノ

規定ニ服スベキトキニ限ノレ

前項ノ氾濫区域ニ於テハ許可ヲ得ズシテ左ノ行為ヲ為ス コト ヲ得ズ
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一盛土及地上工作物（例示略）ノ新築又改築

二堤防，堰堤及其ノ他堤防類似ノ施設ノ全部文ハ一部ノ除却」（第285条第1項，

第2項）

(2) 「本節ノ規定ヲ適用スベキ水流ハ州ノ区域ニ対シテハ其ノ管轄州知事・・・ノ作

製スル表ニ之ヲ記載スルコトヲ要ス

表ノ各水流ニ付必要ナル場合ニハ平面図ヲ添付シテ之ヲ公開ス」（第286条第 1

項，第3項）

(3) 「許可ハ洪水防禦ヲ理由ト スノレニアラザレパ之ヲ拒否シXハ之ニ負担ヲ命ジ若

ハ制限ヲ附スルコ トヲ得ズ

工作物ノ新築ニ対スル許可ハ其ノ洪水ノ排出ニ及ポス不利低カ申請人ノ費用ニ

依ノレ地方ノ改良ニ依リテ相殺セラ レルベキト キハ之ヲ拒ムコ トヲ得ズ

改築スベキ工作物ノ位置ガ現在ノ工作物ノ位置ト向ジク且其ノ排出ノ障害従前

ト呉ラザノレトキハ異議ノ申出アリ且補償ヲ為シタルトキニ｜狼リ改築ノ許可ハ之7

拒否スルコトヲ得・…」（第288条第 l項～第3項）

以上のように，普法は，全編を通じて，概念規定， 手続規定， 許可の基準， 補償

の要否等について，可能な限り精密に規定することに努めている点に特色がある。と

ころで，こ こにいう「氾濫区域」は，字義どおりには「洪水流出区滅（Hochwasser・

abflussgebiete）」，すなわち概ね我国の河川の高水数ないしは旧河川法の河川 附近 地

に類する比較的狭い幅のものとして考えられていた。これに対し，商法の「氾濫区地

( 0 bersch wemm  u ngsge bie te）」は，洪水の際に河岸をのり こえてくる水に覆われる

区成，すなわち氾i笠原を，広く対象とするものであるが，連邦法には極めて概括的な

規定があるのみで，州法の手続規定も抽象的である。（なお，西ドイ ツ，フランス，

オース トリアおよびアメリカ合衆国の洪水氾濫区域制度の比較については，制稿「水

害と土地利用規制」一一 自治研究1975年8月号102頁以下を参照して頂きたい。）

東法においては，「洪水区域（Hochwassergebiete）」の用語が使われ，普法の概念、

を受継ぐもののほかに洪水処理のための必要な区域が付加されるが，その内容は比較

的明確である。関係条文は，次のとおりである。

「地域評議会または地方評議会（Rateder Kreise bzw. Bezirke）は，しばしば

洪水に複われ，または洪水を受入れるべきことが要請される区域を，洪水区域と し

て明示し，かつ，必要な禁止， 利用制限および第18条の同意 （注水体またはその

沿岸の占用についての地域評議会の同意） を義務づけられる利用について規定しな

ければならないものとし，また，このため必要となる負担を課することができる。

洪水区域は，洪水流出区域（Hochwasserabflussgebiete), 洪水が停滞する土地

(ii berstaute Flache），および洪水防禦施設（Hochwasserschutzanlage）並びに堤内

の堤防保護側借 （binnenseitige Deichschutzstreife）を含めるものとする。
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市町村評議会（凸rtlicheRate）は，水管理局（Wasserwirtschaf tsdirek ti on）・

の協力のもとに，洪水区域の設定並びに必要な禁止および利用制限の重要性を説明

する任務を有する。」（第33条第1項～第3項）

次に，西法が初めて採用した「水保全区域（Wasserschntzgebiete)Jの趣旨は，水

法起草者によって以下のように説明されている。「地下水のみならず， 表流水の取水

地点から，水が無駄に流出していても，土地所有者との調整の問題があり ，これを公

共のために転換することは，一慨には容易でない。また，水の汚染を防止するための

措置も当然必要であるが，いま までは，土地所有者の協定を前提として，自治体が，

危険な地点 ・保護すべき地点の土地を買う 以外に方法はなかった。水保全区域の設定

とこれに対する公法的諸制限は，地下水源等を保全強化して凋舗を予防し，汚染され

ない水を公共的に供給するためのみならず，農業用の水を確保するためにも，重要な

手段となるものである。」西法の規定は，次のような内容を有している。

「次の各号のーに掲げる場合において，公共の福祉のため必要があるときは，水

保全区域を設定することができる。

一 公共的水供給の利益のため，これに対する障害が発生する前に，水体を保護

すべき場合

二地下水を強化 （anreichern）すべき場合

三 降水の不合理な流失を防止すべき場合

水保全区域においては，次の各号の措置をとることができる。

一一定の行為を禁止しまたは制限すること。

二 土地の所有者または用益権者に対し，水体または土地の調査を含む一定の措

置がとられることを受忍させること。

前項の規定による命令が，収用に相当するものであるときは，補償がなされ

なければならない。ー

水保全区域の設定は，所定の手続によらなければならない。」（第19条第l項

～第4項）

水と人聞の係り合いが，水の脅威に対し人間を守る時代から，水の恩恵を人間が享

受する時代へ，さらに，今や人間の活動から水を守ることが課題とさるべき時代へ移

ったとされる欧州にあっては，この水保全区域の制度は極めて重要なものとなってい

る。 特に，この制度の実施に伴う補償の問題については，以下のように説明されてい

る。「所有権の社会連帯性とし、う制約の下に，第2項の権利放棄義務または受忍義務

が生ずるものであるとすれば，補償を要求すべきものではないが，この措置は収用に

類似した観点から財産権を処置するものであるから，憲法第14条の規定に従って補償

が必要となる。ただし， 無制限な私権の主張の結果，公共の利益，特に公共的な水供

給に重大な支障が及ぶおそれがある場合には，特許権も従前の権利も，これを制限
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し，または消滅させるのに補償は必要でない。」また，第4項の一定の手続とは，一

般的には，「水保全区域の案の概要が公示され，意見を審査する期聞が定められる。

関係者の聴問の後，水行政庁は，補償額を通知して，水保全区域を決定する。補償額

に不服のある者は，通常裁判所に出訴することができる。ただし区域の決定そのもの

は，行政行為として取扱われるので，これに対する不服は， 行政訴訟手続による。」

と説明されている。これに対応する東法の規定は，次のとおりである。

(1) 「住民（Bev凸Ikerung）への供給を確保するため，取水区域は，汚染および水量

の減少から保護されなければならなし、。このような保護を実施するため，地方お

よび地域段階で，水保全区域を設定し，利用の制限および禁止を命じ，かっ，負

担を課することができる。

保全区域の設定に先立つて，関係の国の機関，企業および施設並びに関係の市

民（Biirger）の意見を聴き，かっ，必要な保全措置についてこれらの者に説明し

なければならない。」（第28条第 1項，第 2項）

「地下水による水供給に対する危険を予防するため，水保全区域の外側から入

りこむようなボーリングまたは相当規模の地下開発行為で，地下水の流況および

水質に影響を与えるおそれがあるものは，予め，水管理局に届け出なければなら

ない。水管理局は，国家地質委員会 （StaatlicheGeologische Kommission）お

よび地域評議会の協力を得て，必要な事前保障手段を講じなければならない。」

（第29条第l項）

(2) 「第28条第1項の規定に基づき，権利が移転され，若しくは実質的な変更を加

えられ，または義務が課せられたときは，経済的な不利益を調整するために，唯

一回に限り，補償がなされなければならない。

権利の移転若しくは変更または義務の賦課によ って一定の企業，施設または市

民が独占的に，または著しく利益を受けるときは，その者が補償を行わなければ

ならない。」（第40条第1項，第2項）

なお，東法第40条の損失補償制度は，水利用の許可の変更 ・撤回，治水上の一般的

公物制限，洪水区域制限，洪水防禦 ・沿岸保全施設制限等による不利益処分一般に通

ずるものであるが，ここにし、う補償の級念は， 公共のために用いるとし、う趣旨の本来

の収用補償とは異なって，特別の公法上の権利制限に伴う不利益の救済ないしは利益

と不利益の調整を，衡平の観念から行おうとするものであり， 西法の 「収用類似行為

による補償（enteignungsgleicheEntschadigung）」の級念に相当するものである。

以上のような国民の利益の保障は，かつて領邦時代のプロイセン国王フリード リヒ

E世（在位1740～1786年）が巡察の途次に粉屋のアノレノノレ トの訴願を受け，地方判事

の決定を覆して水車小屋の水利用を守ってやったという著名な逸話からも知られるよ

うに， ドイツ国制の統合性原理のー態様として現われた独特の司法的伝統に由来し，



66 

プロ イセン一般国法序章第74条 ・第75条に規定するところの，市民の権利に対する国

家的侵害により特別の犠牲が生じた場合の補償請求権（Aufopf erungsanspruch）に淵

源を有するものといわれる（平井孝「西ドイツにおける公法上の無過失責任と損失補

償」補償研究1966年3月号19頁）。しかしながら，西ドイツにあっても，建築行為が

一般的な許可制のもとにある等，財産権の社会的連帯性とし、う制約を受けている こと

と対比して，これらの補償的措置についての評価を行わなけれ泌ならないことは，い

うまでもない。

5. 東西ドイ ツの水に関する協定

東西ドイツの水に関する取極めは，次のような政府間協定の中に含まれている。

(1) 1973年9月20日の国境における危害等防止の原則に関する協定

火災 ・疫病 ・大気汚染 ・交通事故等のほか， 水に関しては，洪水 ・流氷 ・暴風

雨 ・山崩れ ・石油事故その他の水汚染事故 （国境水域のみならず地下水域 ・土壊の

汚染を含む）を対象とし，通報 ・応急措置 ・是正措置 ・協力義務 ・救助 ・双方司法

管轄 ・調査結果の公文化等について定める。

(2) 1973年9月20日の国境水域および当該地点の水管理施設の整備および建設の原

則に関する協定

この協定の対象には，氾濫区域の保全および堤防の維持 ・保全も含まれるものと

し，これらの措置に伴う国境不変の原則 ・国境標識不可侵の原則 ・各領土内の義務

履行の原則を基本として，通知 ・影響波及に対する承諾 ・受益に対する負担調整 ・

損失補償等について定めるほか，事業実施内容の合意 ・相手国にまたがる事業の（1

～Sm限度）に関する合意 ・労務者滞在の合意等が必要である こと，相手国にまた

がる事業は水管理部署のみがなしうる こと等について明確化したものである。

(3) 1974年6月29日のリューベック湾の東ドイ ツ領水域の一部における漁獲に関す

る協定（国境委員会の両国代表によって調印されたものであるが，法令集にはその内

容は登載されていない。）

これらの政府間協定は，国境管理について最も厳しい条件の下にある両国間で締結

されたものであるが， 本題に関連する参考事項として付記した。

【参考文献】

Wiisthoff/Kump£:Handbuch des Deutschen Wasserrecht> IV,, Erich Schmidt 

Verlag, Berlin. 

内務省土木局ー水法参考資料（プロ イセン水法等旧法の邦訳はこれに依った）。

（建設省計画局，国際水法学会会員）
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