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1. はじめに

水の再配分と土地改良区の

行動についての基礎的分析

志 村 博 寮

水資源の逼迫，ダムによる水資源開発のコスト上昇，都市化に伴う農業用水の都市

用水への転用等，水をめぐる諸状況の進展は，農業水利をつかさどる土地改良区に，

かなりの影響を及ぼすように思われる。

著者は，これまで，水資源逼迫状況下の河川水利の動向，水資源再配分の不可避性

と再配分のもたらす諸影響等について，種々考察を行なってきたがI), 土地改良区そ

のものについては，まだ充分に言及してこなかった。今回は土地改良区に注目して，

水の経済財化が進行する時代における土地改良区の行動について，基礎的な検討を試

みたいと思う。

土地改良区は，永く，水の管理を行なってきたが，その水は，少し前までは，経ー済

財として扱われる必要のないものであった〔ただし水利施設については経済財として

注視されてきたが〕。だが， 今日における水の急速な経済財化は， 土地改良区に対し

て，水の管理を，いわぽ財の管理にまでたかめることをうながしているように思われ

る。それは単に水を物理的に分配することに止まらず，資源の最適配分，有効利用を

重視するものになるだろう。この小文では，それらの基礎となる行動の分析を行なっ

てみたいと思う。

もっとも，現代における土地改良区の研究が，上のことにつきるものではない。農

業構造の変化期における水管理組織の究明には，本格的な構造論が必要で、あろうし，

むしろそれが基本的かも知れない。この小文は，行動の理論に止まるものであり，そ

れに応え得るものではない。しかし，行動の分析を通じて，それへの基礎的な情報提

供になるであろう。
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2. 土地改良区の生産関数・等サービス曲線

農業用水を管理しているものは，主として土地改良区である。それ以外が管理主体

（たとえば， 国，県等〉の場合もあるが，ここでは一般的な土地改良区にしぼって論

を進める。

土地改良区の中心的な機能は農業用水の管理を中心とした当該管理区域内の水の全

体的制御である。すなわち農業生産に直接にかかわるのではなく，その基盤を整備す

ることによって，間接的に農業生産に寄与するものである。農業生産を行なうのは農

家に他ならない。

土地改良区は，おのれの管理している水利権流量の範囲内で，水利施設の整備等を

通じて，各農家の農業生産が円滑に行なわれるように行動する。これを一般的な関数

形で表示すれば，次のとおりとなる。

S=f(W,C,L〕ー・・ … ……・……・一一…・…・・…・…・…一… － －…（1) 

ここにSは土地改良区が生みだすサービスの総体である。サービスは，各農家の水

聞に水稲栽培が円滑に行なわれるように水を配分することを中心にして，降雨，表流

水，地下水等，地域の水制御の全体を含んでいる。

Wは，その土地改良区が管理している水利権内の流量である。

Cは，水利施設等，地域の水制御を行なうための資本を表わしている。この資本は

土地改良区みずからが自己増殖するものではなく，土地改良区に属する農家の拠出金

を中心にして，国，県，市町村等の公共的な補助金等によって構成される。土地改良

区が利益を上げる企業ではなく，公益法人であるからである。

Lは，土地改良区がサービスSを生みだすための労働を表わしている。土地改良区

に属する専従役員，職員を中心としたサーピ、ス生産のための総労働Jて‘ある。

今，サービスをむだけ増加させたいとしよう。その場合には，全微分の教えると

ころtこより，

af af af 
ds＝一一－dw+ de+ dL………...・ H ・－…………・－…・・ 121 aw ac aL 

に従って，水を dw，資本を de，労働を dL，増加させる必要がある。もし，水，資

本， 労働を変化させても，サービスの程度を変えない場合には， ds=Oである。たと

えば，渇水期，土地改良区へ流入する水量W が減じたとしよう。すなわち， dw<O。

その場合，サービスを落とさないためには，

af a£ af O＝←－dw＋つ「 de＋一一 dL・・・・・・・・・・・ ． ．．．．．． ． ．．．．．．． ・・・・・・131
oc aL 

を実現するべく，資本を de，労働を dL，増加させなければならなし、。 ポンプを増

設したり ，番水のための水管理労働を強化した りすることは，それを表わしている。

さて，農業用水合理化事業を通じて， dwだけの水量を外に出すためには， いかな
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ることが必要となるかを見ょう。農業用水転用のために，土地改良区の労働を増加さ

せるということは考えられなし、から dL=O と見なしてよし、。もっとも，施設の整備

に伴って職員を増加させることも起こり得るであろう。それは新規資本の中に組み入

れて考えてよし、。ここでは新規の必要投資をすべて deに入れこんで述べることにす

る。関係式は次のようになる。

Oニターdw十三Ldc ・ … ー … ・ー ・(4) 
u、v oc 

よって，

de _ 8£/aw 
・・・・・・（51

dw 8£/ac 

ここに， dc/dwは，サービスを落とすことなく，水 1単位を減ずる場合に必要な投

資量を表わす。

of/owは，資本，労働をまったく変えないてオえを 1単位だけ減じた場合のサービス

低下量を表わす。

of/ocは， 水，労働をまったく変えないで資本を 1単位だけ増加させた場合のサー

ビス上昇量を表わす。

それぞれの符号を述べると，

dc>O, <lwくOなる故， dc/dw<O

8f/8w >o, of/oc>Oなる故， 年主＜o
f/oc 

(5）式より，等サービスの下での転用水量と資本の関係（等サービス曲線〉の概形を

定性的に求めてみよう。

日fjowは，水量が減少すると共にサービスの低下割合もひどくなると見るのが自然、

だから，転用量の増加と共に；増大すると考えられる。一方， 8f/acは，効用低減の法

則が働くことは避けがたし、から，転用の進行，したがって投資の増大と共に，次第に

減少すると考えられる。

そこで，転用前の状態を初期条件（W=Woにて， C=C。）として，グラフを描け

ば，第 1図のようになる。

図上の各曲線は，等量のサービスが実現する場合の Cと W の関係を示している。

転用前 Woにあった水量から， dwを減少させる時，等量のサービスを維持するため

には， deだけの資本増が必要となる。

曲線が左上りなのは， i dc/dw Iが，転用量の培加と共に増大することを示してい

る。

利益の極大をめざす一般の企業の場合，等産出高曲線が与えられた時，等費用線と

接する点が最大収益をもたらす点となり，そこで生産を行なうことになるが，農業用

水の場合には，その用水確保のための費用が安く，かつ実使用水量とは無関係に費用
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第 1図 等サービス曲線
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負担額が定まる仕組（面積割賦課〉となっているため，水量については，理論上，水

利費の額cc。〉にかかわりなし 111'に水利権一杯の点〔Wo）で生産を行なうことにな

る。このことを明確に理論づけたのは千賀裕太郎2》であった。すなわち，サービスを

より高度化したい土地改良区は W0=const の線上にて，望まれるサービス量を実現

する C。を定めるのである。 これが転用前の土地改良区の行動であった。

転用が開始されると，事態が違ってくる。 Wの減少に伴い，土地改良区は等サーピ

ス曲線に沿って，必要な資本量を定める行動をとる ことになる。

3. 初期転用コスト

最初の転用時，すなわち， W=Woにて， C=C。の転用前状態から転用する場合の
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dc/dw の値を求めてみよう。等サービス線の関数形を定め得る程にデーターが揃っ

ている場合には，正確な数値を与え得るが，関数形が定性的にしか述べられない今の

段階では，目安程度のものしか求め得ない。

Ill of/ow について

前述のように，水量以外には一切変化させないて‘，水量だけを 1単位減少させた場

合のサービス低下量であるが，サービスそのものを計量化することが必要となる。土

地改良区のサービスには様々のものがあり，簡単に計量化することは困難であるが，

そのサービスの主要なものは，最終的には，農家の便益の増減に帰着するであろう。

農家の便益にも様々のものがあるが，経営的な限定を加えれば農家収益の増減が一つ

の指標となるであろう。ここでは，それを仮りの指標とすることにする。

水量1単位減に伴う農家収益の滅は地域によって千差万別である。その地域の水利

権流量の大きさ，水利施設の整備状況，都市化の程度等により，かなり異なってく

る。また，転用水量を引出す地点，方法によっても変わってくる。

たとえば，その地域最下流点で、の無効放流を都市用水にまわすというのであれば，

ほとんどその地域内部に損失を与えることなしに転用可能であろう。その場合， of/ 

ow=O である。これまでの時代，農業用水の末流を都市用水が利用する形がかなり

見られたが，ほぼこれに相当する。しかし，今日の転用では，河川｜からの取入口にお

いて，流量を減じようというのがよく求められるところであるから，それを前提とす

る場合には，大なり小なり ，農業用水内部で、の損失は避けがたL、。取入口水量の減は

同時にその地域最上流でのエネルギーの減をもたらすから，地域の中では，そのエネ

ルギーでは，既存の水量をほとんど載せ得ない地区が生ずるであろう。また水量以外

はまったく変えないのであるから，上流の地区は従来どおり存分に取入れるため，下

流の地区には水がまわらないということも充分に起こり得る。

これらの状況は，地域によって異なることはいうまでもないし，水の載り方が減少

したからといって，と。れだけその地区の収益が減ずるかは，なかなか判定のむずかし

いところである。たとえば，渇水年に豊作になるという場合すらあるからである。し

かしこの場合には，必ず，ポンプ等の大量投入，番水等水管理労働の異常増大が伴う

ことを忘れてはならない。

水以外には，まったく変化させないで，水だけを減少させる場合に起こり得る収益

の損失は，したがって，地域の状態によってかなり異なるわけであるが，しかし，多

くの人々が納得する損失のほぼ上限というものは考えられるように思われる。一応の

目安として求めてみよう。

水だけを減じたとする場合，起こり得るもっとも単純な形は，その水量分だけかん

がし、面積が減少するという形であろう。かんがし、の外におかれた水田は，水稲栽培を
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放棄せざるを得ないわけである。他のものの変化なしでの水量減に伴う収益減とは，

これらかんがし、の外に置かれた水田の収益減と考えることができる。

では，その収益減とはいくらだろうか。その面積分の水稲収益の総量が減じたと見

ることもできるが，これは必ずしも妥当ではなし、。もし水量減が1年だけのことであ

れば，そのような状態を充分に考えなければならなし、。しかし転用による水量減とい

う場合には，以後恒常的なことだから，常にその面積分の収益が 0と考えることは無

理を伴う。収益Oということは，その土地が耕作放棄されることと同等であるが，そ

れは農業労働がいちじるしく減少する状態に変わったことを意味している。ここでは

水量以外には状態を一切変化させないという前提での議論であるから，考えるべきこ

とは，むしろ水はなくなっても，水稲栽培とほほ同等の労働投入，資本投入が行なわ

れる状態を想定することである。

では，そのような作物栽培とは何だろうか。労働・資本条件のまったく同等な代替

作物はほとんどないといわざるを得ないが，比較的条件に近いものを上げれば，陸稲

栽培，特殊な野菜栽培であろう。これらはむしろ労働投入を多くする傾向にあるが，

計算上の安全側として，あえて許容することにしよう。

そうすると，かんがし、の外におかれた面積の収益減とは，水稲栽培の収益から陸稲

等の栽培の収益を引いたものと考えることができる。一般に，陸稲栽培，野菜栽培の

収益は，水稲栽培の半分ないしそれ以下である。したがって，かんがし、の外に置かれ

た面積の収益減は計算の安全側をとって，水稲栽培収益の半分とする ことができる。

以上の考え方で， of/owを概算しよう。

W＝αA －－－ …－ ・・・… ・・・・・…－…ー・・ …・…－・…・…… ・－…（6)

日． 単位用水量

A；かんがL、面積

とおく時，

ow=a oA 

of _ i af 
万立7----a-・8A＂＂…・ －－－……………・…ー…・………・・（7)

of/oAは単位面積当りのサービスを表わすが， iを収益i戒にとる時，単位面積当り

の収益減となる。

水稲栽培の概算収益は， 10a当り450kg産出， 150kg当り米価4万円として， 10a当

り12万円である。その半分を収益減として10a当り 6万円である。

d は転用前水利権流量を土地改良区管理下のかんがし、面積で割ったものとなるが，

ここでは，目安として10a当り年間〔 1かんがし、期間） 3,000ffilとして計算する。都

市化地域で、転用前にすで、に宅地化のすすんだところでは，水利権流量は変わらず，実

かんがし、面積はかなり減少しているから， aも3,000ffil以上になるところがよく見ら
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れるが，ここでは，標準に近いところで計算しよう。

_L  . －~＝ 60, 000円／lOa・year=ZO円／~ .....…－－…・・・（Si
aA 3, OOOfil/lOa・year 

(21 of/ocについて

前述のように，他の条件は変えないで，土地改良区が l単位の資本増をもたらした

時のサーピス増加量である。サービス量を便益と考え，それを貨幣価値で表示すると

すれば， af/ocは新規投下資本の何倍が便益になるかを表わす数値となる。そこで，

資本 l単位増でいかほとの便益をうみだし得るか求める必要があるが，土地改良事業

は社会的間接資本としての性格を多分にもち，利益追求の投資のようには便益が大き

く現われない。むしろ便益は小さくとも，その投資が不可欠なものに属する。したが

ってその管理主体たる土地改良区は， 企業ではなく ，公益法人とされる。このような

社会的間接資本に近い性格のものは，便益に見合って費用を最小限におさえながら，

便益〉賓肩＝l・・・ H ・H ・－－－…… H ・H ・－…… H ・H ・.......・ H ・－一…・－……・（9)

にて投資がきめられる。特に土地改良事業では，生産に直接的にかかわるのではな

く，その基盤の整備に当るので，一般に（9）式において 1より大なるも 1に近いところ

で事業が行なわれることが多し、。よって of/oc宇 l として計算を進めることにする。

なお土地改良事業では，先述の如く，

C=c1+c2・H ・H ・－－－－……………………ー…………….....・ H ・－…(1印

C1・農家の拠出金

C2 .公共機関の補助金

であり，補助金は総投資量の 5割とすれば， C=2c1で， at;ac,=2となり，農家だけ

の立場から見れば， of/oc==l での投資決定は，むしろ投資の 2倍の便益に相当し，

補助金が8割の時には， C==5c1にて at;ac,=5ということになる。 しかし土地改良

区の総事業費としては at/ik==iと考えるのがよい。

以上より，

去＝一20向／fil

と目安をつける ことができる。 これは水量を 1fil減少させた場合（dw=-lfil），サ

ービスを同等に維持するための新規投資量（de=+20円〉を表わしている。水利権流

量 lfil/secは1かんがし、期間 (1年間相当〕では約 1,000万d となるから，水利権

流量 lfil/secを減少させるための投資量は， 1年間当り 20円×1,000万＝ 2億円とな

る。水利権流量 lfil/s士C の減少は毎年のことだから，毎年の 2億円支出は一時の投資

としては，資本還元率0.06とする時，約33億円となる。すなわち，水利権流量 Ifill 

secを転用する場合，土地改良区のサービスを低下させないためには， 33億円の土地
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改良投資が必要になるということである。繰り返しであるが，この計算は，ほぼ投資

の上限と考えられるものであり，これより小さくてもよい状況の所も多くある。一つ

の目安に過ぎない。

この値は，前にも述べたように，転用前の状態から最初に転用にふみ切る時の値，

すなわち idc/dw ¥0の値であり，第 1図のように転用量が多くなってからの転用で

はもっと大きな値となる。

4. 農業用水合理化の事業規模

参考までに，農業用水合理化が，どの程度の事業規模でなされる計算になるか，現

状をふまえて，一般的に紹介しよ う。

農業用水合理化のための水利施設整備としては，パイプライン化がよくとりあげら

れる。パイプライン化の事業費は，大体10a当り30万円前後である。

このパイプライン化によって，合理化し，転用し得る水量；は，水利権流量の約 l～

2割である。これが現在の合理化技術水準の目安と考えてよL、。

いま lrrf/secの転用に必要な事業規模を求めてみよう。 2割減の技術水準を目安に

とる時， 5m1/secの水利権流量をもつかんがし、地域でなければならなL、。単位水量を

10 a当り3,000ffilとする時， l,500haのかんがし、面積となる。

この地域全体をパイプライン化することが必要となるから， 45億円の事業となる。

先に求めた Idc/dw !0ニ 33億円とほぼ近いオーダーのところにあることがわかるであ

ろう。

しかし，このパイプライン化事業は，初期転用コストよりも，やや大きし、。もし都

市用水側が初期転用コスト以上の資本提供をしない場合には，パイプライン化事業は

過大の事業となる。

だが，現実にはパイプライン化事業が実現することがある。それは，すでに農地の

一部が宅地化されていて， l,500haのすべてをパイプライン化しないでよし、からであ

る。今，水利権流量 5m1/s巴C，かんがし、面積 l,500haの地域で宅地化が 400ha転用

前に進行していたとしよう。その場合，パイプライン化必要面積はl,lOOhaであり，

その必要資本は33億円である。このような形は宅地化のいちじるしく進んだ市街化区

域を内にもつ土地改良区での転用で，実際に見られるところである。

石油ショック以来，パイプライン化の材料である塩ピ管の価絡が上ったので，宅地

化を進めた市街化区域をまったく含まないで，農業用水合理化対策事業を実施するこ

とは，ややむずかしい状況となっている。

しかし，〆ムによる水資源開発のコストが上昇し，それが事実上市場価格となって

都市用水側が段業用水に払うべき費用を規定するようになった場合には，事態は違っ

てくるであろう。宅地化を進めた市街化区域をまったく含まず，先の例でいえば，会
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面積1,500haをλイプライン化することによって転用を行なうことも起こり得る。す

なわち，都市用水側が， 45億円の事業を許容する段階である。さらにダムによる水資

源開発コストが上昇すれば，パイプライン化の事業費以上の額が土地改良区に提供さ

れることも考えられる。

5. 土地改良区の行動

今，ダムによる水資源開発の限界コストを dco/dwと書くことにしよう。

¥ dco I< I de 
dW lci可。

の場合には，農業用水転用は生じない（dc/dw は負の値となるので絶対値で表示す

る〉。しかし現在，大都市を控えた水系で、は，

｜主~I 註 l -j~－ 1 。
になりつつあるといえる。この場合，農業用水合理化は避けがたく進行するといわざ

るを得なし、。

もちろん，農業用水の転用は，すべての農業用水地区でできるものではない。農業

用水，特に上中流部にあるものは，その還元水が下流の水利権流量を保障するものに

なっていたり，下流の不特定利水（地下水i函養，河川維持用水等〕の水源になってい

たりするからである。転用が可能なのは，下流側が海岸や都市になっていて，その地

区の排水が事実上，無効放流になっているところに限られることは充分に含んでおく

必要がある。だが日本では，下流地区に水団地帯が拡がると同時に，そこに大都市が

あり，都市化が進んでいるわけである。大都市をひかえた下流水団地区では転用が不

可避である。

転用が進行する場合，農業用水の管理機関たる土地改良区はどのような行動をとる

だろうか。それを検討しよう。

I _9co_ ¥ 土 ｜ 』Eム一一

dw ・ dw 10 

の段階を第2図に示した。この段階では転用水量を幾らに決定するか，理論的に必ず

しも定かではなし、。農業用水と都市用水の交渉の中で定まるであろう。転用に伴い，

土地改良区の→ナービスを落とさないために，新規の土地改良区投資が要求される。そ

の額は転用水量を dwとする時，

（祭）。dw

で求められる。これを誰が負担するかが問題となる。

土地改良法に基づく農業用水合理化対策事業では，この事業を，農業者と都市用水

の多目的共同事業と規定し，それぞれの妥当投資額を算定して，その額の比率で負担
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第 2図 初期転用時の図

c 

S＝っonst 

l一 一一一一 －r-
（す -j。 〆

、
w 

割合を定めることにしている（ただし市街化区域内については都市専用事業となる〉。

それぞれの負担のうち，農業側については土地改良制度による補助金が農林省から，

都市仮ijについては水道制度による補助金が厚生省から出る。残りは地元負担となる

が，興味深いことは，農業側の地元負担（ほぼ土地改良区負担〉を水道局がすべても

っという形が一般的である。これは制度の中のことではなく，制度の外のいわば市民

レベルでの契約である。すなわち，事実上の売水の成立である。土地改良区は水を提

供する代わりに，都市用水から施設整備の費用を頂戴するということである。

農業用水合理化対策事業が制定された昭和47年頃には，この事業費は，その水量を

抜き出すために必要な最小限の費用であった。それはダムによる水資源開発コストよ

り安いものであった。だが今日では，農業側がダムによる水資源開発コストとほぼ同

額の費用を要求するまでになっている。タムによる水資源開発コストを限界費用とす

る事実上の市場メカニズムの形成である。

もっとも，都市用水のためのダムによる水資源開発は 1年を通じてのものであり，

農業用水転用による水資源開発は，多くの場合かんがL、期間だけに限られるから（そ

－ 円、J
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第 3図 土地改良区の行動図

s 

S+ds 

；＼ノ

4一一一一一」 w 
転用量

dw 

の農業用水が冬期用水をもっ場合はJjlj〕， 厳密にはタムによる水資源開発コストとま

ったく同等ではなく，かんがL、期間相当（たとえば約半分〕と同等ということであ

る。また，ダムによる水資源開発が市場規定の価格となるのは，農業用水の転用量に

比べてダムによる開発量の方がはるかに大きいという背景があるからである。

タムによる水資源開発は公共的プロジェグトにより行なわれるので，市場機構によ

るものではないが，それがプライスメーカーとなり，転用の当事者がプライステーカ
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ーとなって，再配分の水市場が形成されるわけである。

さて，水資源開発が次第に市場機構を用意しつつ，その開発コストが上昇していく

同，土地改良区がどのような行動をとるようになるかを見ょう。今，

I _de!) I > I ~ ! 
dw I dw i o 

となったとしよう。第3図の如くである。この場合，都市用水はA点まで農業用水を

転用することを希望するであろう。ダムによる水資源開発コスト（ただしかんがし、期

相当）で規定される市場価裕に基っき，土地改良区のサービスを低下させることなく

最大に農業用水を転用させる点はA点であるからである。

しかし，土地改良区としては，別の行動をとると考えられる。 A点に達する以前の

転用量では，市場価格とサービスを低下させないために必要な投資額との間には格差

が形成される。そこで土地改良区としては，その格差を最大にするところで転用する

ことを望むであろう。それがB点である。 B点で転用した場合，市場価格と必要費用

との差額が土地改良区に入り，今後の土地改良基金となる。土地改良区における資本

形成である。

土地改良区にはもう一つの選択もある。市場価格をすべて投資に向けることによっ

て，叶ービスを向上させることである。それがC点である。 C点は等サービス曲線の

S上でなく，あらたなサービス増 dsを加えた（S+ds〕曲線上にある。この場合も，

施設充実という形での資本形成があるわけである。

土地改良区がB点をとるか， C点をとるかは，その時の土地改良区の諸々の事業計

画により変わってくるであろう。合理化事業と並行して，別の主要事業がある場合に

はB点をとるだろうし，将来計画においても，合理化事業以外に重要事業の予定がな

い場合にはC点がとられるであろう。

ところで都市化地域では，土地改良区の重要事業として，都市排水の処理の問題が

ある。これは土地改良区の外倶~から否応なしに入りこんでくる事業であり，生産関数

で表現するなら ~i ( l ）に代えて， De （者｜；市排水の程度を表示する量〉を新たに変数とし

て導入し，

S=f(W, C, L, De) 

とすることができる。 De の増加と共に，土地改良区の仕事を増さざるを得ないし，

したがってサービスを増大させることが要求されるわけである。これはWとは独立の

変数と考えてよL、。このような地域では土地改良区はB点で合理化事業を行ない，そ

こで得られる土地改良基金を基礎にして， De Uこ対応する事業を行なうためのCの増

加をはかり， Sを増加させることが可能となる。

ともあれ，こうし土地改良区には，あらたな資本形成が生じ，それを基礎にして，

新たな機能の展開が起こると考えられる。
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6 パレート最適性と農業用水の 「水Jの性格づけ

B点は，先述のように，

x［坐一丸］dw dw 

なる点であるから，等サー ビス曲線 S が d~D/dw の平行線と接する点である。した

がって，

（長）B＝詩
また， C点は dCD/dwに接する等サービス曲線（S+ds）の点であるから，いうまで

もなく，

( de _ dcD 
-dw )c-dW 

すなわち，B点， C点共に夕、ムによる水資源開発の限界コストに等しい。

dc/dwは，言葉を変えていえば土地改良区が行動する場合の水量と資本の代替率を

表わすが，B点、， C点は限界代替率であり，それがタムによる水資源開発の限界コス

トに等しいわけである。

農業用水の都市用水への転用は， ,guの見方をすれば，農業用水自身の投資によ る都

市への年々の売水と見ることもできるのであるが，それは，土地改良区が水を生産す

る行動ということができる。あたかも水資源公団が，ある資本投入の下に，水を生産

するのと同じである。両者の代替率は等しいわけであり，資源最送配分の条件を説く

パレート最適性を；持たしているのである。

千賀2）は農業用水と都市用水は事安上の水iilfがま ったく i主う ため（著者注 農業用

水の原水コストは約 2円Irrr位，都市用水のそれは高いと ころて＇・20円Irrr位になってい

る〉， パレート最適性が戎立しないことを指摘した。たしかに史業用水そのものの水

佼用と都市用水の水使用の問にパレートの震適性はなし、。しかし農業用水が水市場に

向けて水を生産する場合には，都市の水生産（水資源公団の都市用水に向けて原水生

産〉とのノミレート最適性が成立するのである。

このことは， 農業用ぷの「水Jの性格づけに興味＇＇＊い半 l]Y'iを与えるよ うに思われ

る。すなわち，長主主主用水の使用している水は，まだ「生産」された水て、はなく，いわ

ば自！？の水または自伐の水を使うために少しばかり人間の手を3「えたものに過ぎず，

現代社会の「生産財」にはまだ属さないものである。しかし，農業用水が資本を投入

して市場に向けて水を「生産」する時，その水（すなわち転用水〉は現代社会の「生

産財」になるのである。

日本の農業は，永く，このような現代社会の「生産財」に属さない白然の水 （また
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は少しばかり手を加えた水〉を使うことによって，農業生産を行なってきたといえる

のである。このように恩．解する時，農業における水の位置がかなり鮮明になるように

思われる。

土地改良区は，これまで，この「生産財」でない水を管理してきた。しかし，これ

からは「生産財」としての水を生産する事業も行なう機関に変わり得るのである。

7. むすひ

大都市の水需要増が今後とも長期にわたって継続するとすれぽ（実際，そのような

状況が予測されているのであるが〉，大都市を搾えた水系では， 水資源のi亘迫， 水資

源開発のコスト上昇が持続的に進行するであろう。その場合には，水の再配分が好む

と好まざるとにかかわらず，進行して，公共プロジェクトに基づくタムの水資源開発

をプライスメーカー，転用当事者をプラ イステー カーとする再配分の水市場が次第に

形成されていくであろう。

再配分を通じて，農業用水には，次第に水利抱設の後備，土地改良基金の形成等，

資本形成が進んでいくと考えられる。また，再配分市場が充分に成長し，ダムによる

水資源開発の限界コストを市場規定価絡とする場合には，水資源の最適配分を理論上

保障するパレート最適条件が満たされるようになると考えられる。

もっとも，水再配分の動きは，現在のところでは，まず必ずしも活発ではなL、。し

かし，再配分の水市場価総が上昇し，水田 lha当りの年間使用総水量；の相当価格が，

水田 lha当りの水稲作純収益を上まるようになる場合には，急速に活液化するだろう

と考えざるを得なし、。私見では，巨大都市を賠えた水系で‘は，そのような段階に到達

するのが，もう時間の；1:1題になっているように思われる。

水再配分を通じて，土地改良区に資本形成が進むことを非難する見解もあるが，む

しろ資源，財の客観的再配分過程として受け止め，形成される資本の有効化を図る方

策こそが大切なように思われる。

今日，都市化地j或では，特に地域の水制御の面において，社会資本のいちじるしい

たちおくれが ~I 立っているが，土地改良区への資本形成が，この地戚の水制御のため

の社会資本形成につながるような方策や制度がのぞまれるのである。

水が経済財となった場合の土地改良区は，もはや過去の水利組合のような運蛍に止

まることはできないであろう。資本形成は，土地改良区の運営に様々の可能性を与え

るに違いなL、。しかし，こと地域の水制御については，土地改良区の存立にかかわる

基本的事業であり，充実こそあれ，縮小や軽視はなし得ぬことである。

加えて，都市化地減は，伝統的な伎業的水制御様式に代わるあらたな水制御様式

（都市と共存できる水制御様式〉を要求する九 七地改良灰がその建設の任に当るこ

とは必要なことであるし，ますこ可能だということである。
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土地改良区が，都市化に対応して，水の再配分を適切に行ないつつ，地域の水制御

の高度化に当る時，水資源の最適配分と有効利用が実現されるのである。
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