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地域計画における水管理制度の展望 CI) 

一ーボーデン湖隣接 3ヵ国を中心として一一

日下正基

1. 本稿の位置づけ

(1）従来わが国における水法・水管理制度に関する研究例は比較的少なく ，戦後書

かれた総合的水法体系書としては，金沢良雄氏の『水法』があるのみであり，しかも

それは発行後20年近くを経過しているという状況下にある。

しかし近年に至って環境庁水質保全局による OECD諸国における水管理制度の紹

介，あるいは三本木健治氏による精力的な比較水法研究等，活況を呈しはじめている。

前者はOECD諸国の各水管理部局による水管理制度実態報告を訳出したものにす

ぎず，それらをどう評価するか，またL、かに日本に適用していくかの検討はそこでは

なされていない。他方，後者は本誌 114号（第21巻第 1号〉でまず比較水法研究の意

と方法論を展開し，それに基づき 115号以下7号にわたり，各国の水法の紹介を行な

義っており，比較的まとまりのある，また現在の日本の水法 ・水管理制度研究状況を

よく示すものであるといえよう。

したがってここでは，三本木氏の研究内容の検討を行ない，それを踏まえて今後の

水法 ・水管理制度研究の展開方向をさぐり，さらには本稿の位置づけを行なうことと

する。

(2) 三本木氏は比較水法研究の意義として 5点あげている。そのうちの最も重要な

意義は次の2点であろう。すなわち「現行法のよりよき認識Jと「立法作業上の範

例，現行法の解釈運用上の示唆」である。氏はそれらの意義のもとに歴史的 ・地理国

土的背景等を踏まえながら，国別の，あるいは個々の水管理制度を記述的方法で研究

を進めている。
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三本木氏のように広汎に制度論を展開していくのも一つの有力な方法には違いがな

い。また氏自身が断わっているように，現時点での氏の研究は，後日さらに広汎な比

較水法総論の体系化を目ざす中途段階の研究ノート的性格のものであり，氏が今後新

たな方法論を採用することも考えられる。

しかし現在氏がとっている方法論だけではk述の意、義，さらには氏自身の目的であ

る比較水法総論の体系化に充分アプローチしえないのではないかという疑問が生じ

る。具体的にいえば，単に法制度の歴史的・地理国土的背景だけでなく，それら法制

度を支える行政機構・民衆がいかにそれら制度を受けとめ，その結果いかに社会，政

治が動いていったのか，換言すれば，その地域の民衆の意識，生活感情，風俗習慣に

関する研究，すなわち最広義における地域文化研究が伴わないかぎり，法制度研究の

実際性は期しえないのではなかろうか。

特にわが国の場合，過去においては明治期の急速な近代化のために伝統的文化に基

づいた制度を一挙に放棄し，民衆と水との関係を断ち切った，すなわち文化基盤と無

関係に欧米法制度の大幅な継受，受入れを行ない，国土の荒廃化を招いた苦い経験I)

をもっている。また，現代の日本社会は極めて高密度であるがために，そこでの水利

用は資源的制約を考慮し，セルフサービスを大幅に取り入れることが要求され，その

場合の水利用の形態は利用者＝民衆白身が決定すべきである幻とされているような制

約もある。こういった歴史的背景，社会的制約を考慮するならば，わが国への外国法

の安易な適用は厳しく戒められるべきであり，研究面においても法制度と文化，民衆

との関係性への充分なる配慮が必、要である。

次に水法・水管理制度の展開方向とそれら新制度の具体的実施形態面についてみる

と，国際水法学会第2回会議におけるカポネラ博士の総括報告別にもみられるよう

に，水利用が水資源の質の変化および水と他の自然、資源との聞に存する関係性の変化

を引きおこすものである以上，総合的な水法は環境法への指向性をもつべきであり，

水法単独ではなく環境法との比較検討，あるいは環境法への発展も必要となろう。そ

の場合水，環境の保全・改善は土地利用計画によって最終的に保証される性格のもの

であることから，それを土地利用計画に組み込んでいくことが必要であり，既往土地

利用計画研究の概念拡張と同時に，それとの連動を考慮すべきである。

特に，明治期の地租改正により，それまでの土地の共同体所有制，社会的所有制が

崩壊し，かわって近代的土地所有制が成立したことは，その後の土地所有の神聖不可

侵性＝絶対的土地所有制を前提とする土地利用が進められる基盤ができたことを意味

し，自由な土地利用行動による乱開発，公害＝国土の荒廃を招くことになったぺ以

上の経緯からもわかるように，わが国においては水・環境保全のための土地利用制度

面あるいはそれに対する社会的認識は非常に低水準にあり，土地利用制度論をも含む

土地利用計画研究の重要性が指摘できる。
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(3) 以上の検討から，今後の水法・水管理制度研究における一つの方向として，広

義の地域文化との関係，さらには関連法分野，土地利用計画との連動を考慮した新た

な研究が必要とされよう。その場合の研究は地域研究が重視されることとなり，方法

論的には事例研究の積み重ねが必要となる。また法学だけでなく工学，地理学，社会

学，文化人類学等にわたる学際的研究体制が必要となろう。

(4) 以上から本稿においては，独自の文化，それに基づいた法制度をもち，また広

範囲の法制度により裏付けられた土地利用計画を作成している中央ヨーロッパのボー

ン湖（ライン河の一部を含む〕およびその周辺地域を対象とした地域研究の一部を

紹介することとする。

ボーデン湖に接する国は西ドイツ，スイス，オーストリアである。それら 3国t土地

理的に相互に近接しているだけでなく， 言語的にも風俗習慣の面においてもほぼ同ー

であり，また各3国間の日常交流も相当ある。さらに一般的には，中部ヨーロッパに

おいては個々の地域の独立性が強く，国家と社会とが比較的未分化な状態にあること

等もあり，固によって外面的に分断されてはいるが，実際面においてはむしろ一つの

地域を形成しているといってもよく，地域文化との関係性に重点をおく本研究にとっ

ては，格好の研究対象地域であるといえよう。

2. 地域計画における制度，行政機構の概要

(1) 西ドイツ

ボーデン湖に接している州はパーデン ・ビュルテンベルク州とバイエルン州とであ

る。しかし後者はそのごく一部がボーデン湖に接しているにすぎず，ここでは前者に

ついて説明する。

図ボ｛デン湖位置図
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西ドイツは11州からなる連邦国家であり，立法，司法，行政のあらゆる面において

各州の権限が強〈，西ドイツの憲法である基本法の特例がないかぎり，立法権は州法

に属する。連邦に立法権があるのは，連邦のみが立法権をもっ専属的立法権，連邦が

州法とならんで，しかも州法に優先して立法しうる競合的立法権，連邦は大綱のみを

定めて詳細は州法に委ねる大綱的立法権のいずれかが特に明文されている場合に限定

されるべ

さらに最も下位の行政組織であるゲマイ、ノデ6）の権限も強く，地域計画を例にとっ

て説明すると，連邦は方針と極めて大まかな国土整備計画なるものを作成し，各州も

その州内での同様な方針と外｜空間整備計画を作成するにすぎないり。

それらに従い各ゲマインデは各自の土地利用計画を作成することになるわけである

が，各ゲマインデの規模が小きいため計画能力が伴わないことと，計画がパラバラに

なりがちであることから，調整機関として地域計画共同体を形成し，その地域におけ

る計画を作成することとなる。ただしこの地域計画共同体はあくまでも計画作成のた

めの便宜的な機関であり，最終的な計画決定権は各ゲマインデの議会が握っている。

また議会決定された計画案は州の土地利用計画上の一定のルールに反しない限り，州

の干渉を受けることなく許可され，その後条例として拘束力を持つこととなる的。土

地利用計画上の一定のルールとは，「工業地域の隣接地域を住居地域に指定してはな

らない」といった極めて常識的なものであり，またそういったルールに反する場合で

も，正当な理由があれば計画案は許可される等，各ゲマインデの権限は非常に強いと

いえよう。

西ドイツにおける地域計画，地域管理に関する連邦法としては，連邦空間秩序法，

水管理法，自然保護 ・景観保全法，連邦建設法等があげられる。各州は各連邦法に従

った独自の詳細な州法を持ち，ゲマインデがさらに独自の条例を作ることもある。

連邦空間秩序法では，空間秩序整備と自然およびランドスケープ保全が強〈打ち出

されている。また自然、保護・景観保全法ではあらゆる種類の開発から自然、をまもる自

然保護地域，あるいはランドスケープの損傷からまもられるべきランドスケープ保全

地域町の規定があり， 1935年法がたんに特定の景観部分の保存のみを目的とするもの

にすぎなかったのに対し，新法では総合的，計画的な自然景観形成を目的とすること

が強〈打ち出されている10）。連邦建設法は土地利用計画，地区詳細計画を各市町村に

義務づけており，一般的には地区詳細計画の樹立されていない地区での建築物の建設

は認められておらず，この面からも自然保護，ランドスケープ保全，水源地保全，災

害危険地保全等の地域管理が可能となる。さらに，一般に西ドイツにおいては公共の

利益に関連しての土地所有上の私権制限が比較的強い。例えば，既成市街地から離れ

た地点で開発を行なおうとする場合，ゲマインデは各種供給処理施設を整備しなけれ

ばならない。しかしそれは特定人のために多大の公共投資を意味するもので，公共の
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利益に反することとなり，その開発は許可されなくなるものであり 11九こういった側

面からも地域管理が可能となる。

以上みたように，西ドイツにおいては土地利用からの地域管理が非常に有効に機能

しているといえよう。

(2) スイス

スイスは25州よりなる連邦国家であり，連邦は主として国防，外交，鉄道，郵政を

受け持つにすぎず，他の分野では：HIの権限が強い。また連邦法も州の要求によって成

立するケースが多い等，種々の商で川、｜が優位に立っている。地域計画においても，連

邦は広域的な自動車道路網の整備，空港建設，あるいは連邦レベルでの自然保護地域

の指定等を行なうが，実質的権限は州が撞っている。しかし州には各ゲマインデ計画

の許認可権しかなく，計画決定するのは西ドイツ同様各ゲマインデの議会，住民であ

り，連邦，州は全体的方針を決定するのみである。もちろんこの決定システムは地域

分権主義の伝統から出たものであるが，次の論理からも説明されている。すなわち連

邦，州はその将来的姿を計画する義務をもち，その計画とはパブリック・セクターの

決定である山。他方ゲマインデ計画はプライベート・セクターの計画である。そうで

ある以上その決定は当事者であり，また全責任を負いうるゲマインデの住民あるいは

その代表者で構成される議会が行なうべきであり，連邦，州はそれに干渉すべきでは

ない，というものである18)0 

住民の計画決定にはあらゆる情報に基づいた的確な決断が要求される。そのための

情報は理解しやすし同時に住民の関心を喚起するものが必要であり，そのための種

種の工夫がなされている。

地域計画，地域管理に関する連邦法としては，連邦空間秩序法，自然保護・郷土保

全法，水保全法，建築法等がある。

スイスのこれら法令の内容あるいは各種計画を隣接する西ドイツ，フランスと比較

していし、うる点は，スイスの法令，計画は自然、保護を第一目的としており，開発指｜匂

の強い隣接諸国とは異なること，次に直接民主主義の歴史をもち，それが非効率でま

た衆愚政治につながるおそれがあるにもかかわらず，それをかたくなに守っており，

各種重要事項についての最終決定は圃民，地域住民が行なうということ，最後に四つ

の言語をもっ国民をいかにうまく融和させていくかという点を重視しているというこ

と等であり，これら 3点の中では第3点が特に重視されているといえる。例えば高速

道路建設は第ーの自然保護の原則に反する。しかし高速道路建設による時間距離の短

縮によって，国民相互の近接性が高まり融和が図られるという視点から，道路建設は

自然保護より優位性をもち，その建設は認められる事となる。

連邦空間秩序法は1978年10月に成立したばかりであり，それに則って州計画が確定
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したのは 1州のみで，他の州は現在作成中である。この法の問題点としては，湖のボ

ート利用あるいは急速に増加しつつあるセカ ンドハウス開発に対する規制条項がない

こととされ，前者に関しては具体的な規制l策が既に検討されており，ボートが日常生

活上必須の場合は，各ゲマインデがアプローチ道路を建設することによってこれに対

応する方針が出されている。

1967年の自然保護・郷土保全法は1892年の旧法を受けついだものである。西ドイツ

同様総合的，全面的な自然保護，景観保全が打ち出されている。また旧法では木を伐

採する際に新たな植樹を義務づけており，この規定によって植樹された樹木が現在立

派な森林を構成している。新法はこれらの森林を中心とする70年以上の樹齢をもっ樹

木の伐採を禁じている。またそれが私有地であっても一般人の立入権を認め，レクリ

エリアとしており，法制度を巧みに操作して自然保護地域，レクリエリアの形成を図

っている。

1971年の水保全法は各州に排水浄化に関する権限をもたせ，最低限現在の水質以上

に悪化させないよう義務づけている。

次にボーデン湖，ライン河に接するシャフハウゼン，ツーノレ，ザンクト ・ガレン州

の計画機構を若干説明しよう。

スイスは 600万の人口を有し 25州に分かれている。したがって 1州の平均人口は24

万人となるが，チューリッヒ，ベルン，ジュネーブ等の大都市を持つ州は平均よりか

なり多くの人口を有することとなり，人口10万人以下の州も相当数存在する。シャフ

ハウゼン州もそういった州の一つで‘あり，ために各ゲマインデの計画は西ドイツのよ

うな地域計画共同体を設置することなく各ゲマインデが作成している。しかしその実

態はゲマインデの規模が小さく計画能力上山の問題もあり，州とゲマインデが共同で

計画を作成している。またゲマインデが独自の条例をもっケースも少ない。

ザングト・ガレン州は40万近い人口を有する比較的大きな州で， 10のサブリージョ

ンに分かれ，その各々に地域計画共同体が設置されている。この州の場合，各ゲマイ

ンデは既成市街地とその周辺を計画し，他の地区を地域計画共同体が計画するシステ

ムをとっている。大きな州ゆえにか州とそれら下位機構との関係性は薄く，州はそれ

ら下位機構が作成した計画を許認可するのみである。またシャフハウゼン州同様，ゲ

マインデが独自の条例をもっケースは少ない。

ツール州は人口18万人と先述した2州の中間的規模であり，地域計画策定、ンステム

も両者の中間形態をとっている。すなわち州内は4つのサブリージョンに分けられ，

各々には地域計画共同体が設置されているが，州の対応は積極的で各ゲマインデ，地

域計画共同体，州の 3者からなる計画調整機関が設置されている。各ゲマインデは独

自の条例を有しているが，これは州が条文の基本を作成し，各ゲマインデの個々の事

情に従い基準数値等を若干変更したものにすぎない。
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以上，ボーデγ湖に接するスイス 3州の制度実施機構のー部である計画関連機構の

概要を把握した。相互に近接しているにもかかわらず， 3州三様の計画機構を持って

おり，制度運営，実施面での差異がうかがえ，こういった点からも比較法研究に際し

ての先述の指摘の妥当性を裏づけているといえよう。

(3) オーストリア

オーストリアの法制度の全体的枠組みについては資料不足から把握しえないので，

ここではオーストリア側でボーデン湖に接している唯一の州であるフォーラルベルグ

州をとりあげる。

フォーラルベノレグ州における自治体計画は西ドイツ，スイス同様，各自治体が計画

を作成し州がそれを許認可する。ただし各自治体の計画能力上の問題もあり，地域計

画共同体を結成し共同で計画作成する。その場合州側からは各種の情報提供，技術面

の指導等，かなりの計画作成上の援助がなされている。また，各自治体は条例を持た

ず，州法の規定によっている。

フォーラノレベルグ州の地域計画，地域管理で特徴的なことは，オーストリアが日本

同様，水による自然、災害が多く，そのため湖岸， 河岸沿いの土地利用規制には非常に

厳しいが，農業的土地利用が多く都市的開発による悪影響が顕在化していないため，

他の土地利用規制面は比較的緩いという点である。

3. 地域管理の実態

(1) 水管理

(a）上水供給

当地域で‘は地下水が比較的豊富で上水はその大部分を地下水に依存しており，湖水

の大量取水は地域外大都市への供給が主である。上水供給t土地下水依存のため狭域給

水システムをとり，一つのゲマインデ内にも多数の給水組合が存在している。ただ西

ドイツ，スイスとも将来的な水需要の増大に対して供給の安定化を図るために，広域

供給システムを採用する方針を打ち出している。

水体汚濁防止のために水源地，取水地周辺部は水保護区（西ドイツ），地下水保全

区域（スイス〉に指定され土地利用規制がなされている。また将来的な水需要増大に

対しては，湖水からの取水は水質が悪いだけでなくコスト的にも不利であることか

ら，地下水依存の方針を出しており，地下水保護・強化のために，地下水脈がある地

区あるいは人工涌養が必要である地区を水保全区（西ドイツ），地下水保全地区（ス

イス〉に指定し土地利用規制を行なっている。

土地利用規制地区においては，西ドイツの場合一定の行為の禁止，制限を行なって

おり，規制内容が収用を意味する場合は補償がなされている。またスイスの場合は地
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下水取水施設の周辺部に対しての補償がなされている。湖水取水の場合も，船舶航行

から自然、を保護するための水面保護区域がポーデン湖国際委員会から提案され，各

国，各州がそれに従った水面保護区の計画を持っている。さらに西ドイツでは漁業法

による浅瀬保護区域の検討がなされる等，そういった各種の水面規制が実質的には取

水地付近の水体汚濁防止機能を果している。

(b）排水処理

ボーデン湖の湖水汚濁に対して， 1961年にボーデン湖汚染防止国際協定， 1966年に

ボーデン湖取水規制j協定が成立し，水質保全 ・汚染防止処置がとられている。具体的

には，家庭排水の場合は集中処理され，湖水，下流河川へ放出されている。ただし西

ドイツ側では農村部を中心と して処理施設が未整備で，未処理の下水を直接湖水へ排

出しており，湖水汚濁が著しく，スイス側から強い不満が出されている。

なお一般的な湖周辺部における下水処理システムは，小さな湖あるいは大きな湖で

もその湖岸に大都市がある場合は，湖の周辺に環状の下水道を建設し，集中処理して

下流河川へ放出するシステムをとり，大きな湖の場合は分散処理し湖水へ放出するシ

ステムをとっている。ただ処理施設の建設，維持に多額の費用を要するため，人口密

度の低い地域では施設整備がなされておらず，別荘地からの排水で湖水汚濁の進行し

ている湖もみられる。

次に，農業排水の場合は農地還元するよう指導されており，家畜尿尿はコンテナー

へ貯留され還元するよう規定あるいは指導されている。

工場排水の場合，西ドイツでは工業集積が小なる地区は公共下水道へ排出し，工業

集積が大なる地区は工業排水専用処理場で集中処理している。スイスでは， 1971年の

水保全法で工場排水は原則として各工場で自家処理し排出することが規定されている

が，同法は処理施設整備との関係で10年間の発効猶予を有しているため，処理施設が

稼働している工場は少なし、。ただし当地域には工場が非常に少なし湖水汚濁に与え

る影響は比較的軽微であると考えられる。

(c）水位調整

当地域の場合，年間の降水量は800～l,OOOmmで比較的少なく，降水は冬期に集中す

る。しかし冬期の降水は積雪となり，河川，湖への流入量は少なく，湖，河川の水位は

冬期が最も低くなる。ボーデン湖の場合，今冬（1978～79年〉水位低下は2m，時に

は4mに達する。逆に夏期は乾期にあたり降水量は小であるが，山々からの雪解け水

の流入で湖，河川の水位は最も高くなる。したがって洪水は非常に少なくボーデン湖

周辺地域では10年に 1回位とされ，また被害状況も洪水のおそれのある地点は農業的

土地利用が多いこともあり，極めて軽微である。他方，水位低下による影響は大で，

地域住民から水位調整用ダムの建設要求が出されているが，下流諸地域との関連，あ

るいは上ライン河沿いの自然・景観破壊問題等から，ダム計画は宙に浮いた形となっ
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ており，湖の水位調整は自然、のシステムの中で行なわれている。

水位低下による影響の最大のものは，船舶の航行上の問題で，水位低下だけでな

く，それにより湖面が氷結しやすくなることから，一層影響が大きくなっている。特

にウンター湖沿岸地域では船でしかアプローチしえない地区があり，日常生活に支障

をきたしている。

魚の需要が少ないため漁業従事者は極めて少なく ，スイス側で3～4人であり，ボ

ーデン湖全体で、も10人程度と考えられ，水位低下が漁業に与える影響は小である。生

態学的には水生植物へ若干影響が出る程度，また冬期のレクリ需要も小であること

等，船の航行面以外での影響は比較的軽微であるといえよう。

河川の水位調整はダムによる人工調整システムをとっている。この場合も問題点は

冬期の少流量時の水量調整にあり，スイスの場合，最少流量は下流諸地域との関連か

ら，地域利害を代表する州と下流諸地域の利害を代表する連邦との問で協議の上決定

されている。

(2）空間管理

(a）土地条件評価と土地利用計画

西ドイツにおける具体的な空間管理は連邦空間秩序法に基づく土地条件評価からま

ず始まると考えてよL、。同法では土地利用計画の作成にあたって所与の自然的条件，

農業的・林業的土地利用の重視を強調しており，具体的な土地条件評価はまず農業生

産力，生態学に基づく土地分類を行ない，次いでランドスケープ保全，風土改良，レ

クリエーション資源保全等の視点が追加され最終的に確定される。

各種の土地利用計画はこの土地条件評価図を基礎に行なわれる。具体的には農業生

産力の指標としては土地傾斜度が用いられており，平地，緩傾斜地においては農業的

土地利用がなされるべきであるとされ，都市的開発は採用されない。

スイスにおいては西ドイツのような制度的，体系的なシステムはとられていない。

しかし平坦地，緩傾斜地は農業的土地利用を優先させるという前提があり，一般的に

は都市的開発は傾斜地で行なわれる。また土地利用の長い歴史をもち，土地利用計画

作成に際しては，その長い土地利用の過程で蓄積してきた土地に関する種々の情報を

充分考慮しているといわれ，実質的には西ドイツ同様のシステムとなっていると考え

てよい。

(b）土地利用計画による開発管理

西ドイツにおいては，連邦建設法により各ゲマインデごとに都市建設管理計画が作

成される。これには土地利用計画に関する指針的 ・準備的計画の性質をもっ土地利用

計画と，詳細計画と して土地所有者を拘束する地区詳細計画とがあり，一般的には地

区詳細計画が策定された地区でしか新規開発は認められていなし、。地区詳細計画の対
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象地区は，既成市街地隣接地あるいはその近接地であり，飛地的開発は認められてい

ない。また地区詳細計画外における開発に際しては，公共の利益との関連，特にゲマ

インデへの生活基盤施設整備費負担，自然保護，ランドスケープ保全との関連を重視

した厳しい審査が行なわれている。また，公的供給処理施設の建設，あるいは砂利採

取等の許可に際しても，ランドスケープ保全との関連を特に重視した指導，審査がな

されている。

スイスにおいてもほぼ同様の土地利用計画システムにより開発管理が行なわれてお

り，両国とも土地利用計画を主体とする開発管理によって，自然、・ランドスケープ破

壊をもたらす。あるいはゲマインデ財政に圧迫を加える開発を充分コントロールしう

ることとなる。さらに従来の諸制度では充分開発管理しえず，また，景勝地での飛地

的開発形態が多いため，ランドスケープ煩傷，湖水汚濁，ゲマインデへの多大な財政

負担等の大きな問題をもっていた別荘地開発に対しても，土地利用計画において湖岸

地域を設定することにより，管理しうることとなった。

湖岸地域はオーストリアの水際線から 500mの範囲，西ドイツでも 100～500mの範

囲における建築制限を行なうもので，スイスでも同様の方針で目下土地利用計画を作

成中である1町。西ドイツ，スイスの建築制限とは完全な建築禁止ではなく，ランドス

ケープ損傷，土地利用の細分化，排水による湖水汚濁等を防ぐために，開発を特定地

区に集中させようとするものである。ただスイスでは土地利用計画が完成していない

ゲマインデがあり，南部の湖を中心としてその間隙をぬった駆け込み型開発がみられ

たり，規制j外の水際線から遠く離れた山腹での開発がみられ，ランドスケープ保全上

の新たな問題を生み出している。

開発地点、は今後l順次規制されていくとしても生活水準の向上に伴うセカンド‘ハウス

に対する国民の欲求は強く，今後も別荘地開発は進み，ランドスケープの損傷あるい

は湖水汚濁の進行は不可避となろう。

(c) レクリエーション管理

レクリエーション需要としては，ヨット，ボート等の水利用スポーツの需要が非常

に大きく，ボーデン湖の西ドイツ側のボート所有率は30～40%／戸に達するとされて

L、る。

ボート使用は池流出による湖水の汚染をまねく，さらにボートハーパーの建設によ

り湖岸は改変され，残り少ない自然、地・準自然地破嬢，魚産卵場破壊をもたらすだけ

でなく，ボートハーパーそのものが湖岸の景観破壊をもたらし，また湖岸への一般人

の近接性を阻害することとなる。さらに冬期に陸揚げされたボートの景観上の問題も

ある。

油汚染に対しては，先述した水面保護区によりある程度の対応策はとられている。

また将来的にはボート密度の大なるウンター湖では，湖全域における航行規制も検討
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されている。ボートハーパーの建設には州の許可が必要であり，この面から，ボート

数，ボートハーパーの管理は可能である。ただゲマインテ、側は税収，共有地売却金へ

の期待からボートハーパーの建設要求が強しそれを規制しようとする州との聞にコ

ンフリクトが生じている。ボーデン湖地域における水上スポーツ以外のレクリ需要と

しては，その優れた自然を求めてのキャンピングあるいはハイキングがあげられる。

キャンピングにおいては，キャンプ地の立地上の問題，オートキャンプ場の景観の

問題，あるいはキャンブ地からの廃物による周辺環境悪化問題等が生じており，こう

いった問題を解決するため西ドイツでは土地利用計画，対｜法により充分な施設を有す

るキャンプ地を設置し，それ以外の地区でのキャンピングを規制している。またスイ

ス，オーストリアにおいても同様な管理がなされている。

ハイキングにおいては，ルート整備，ビスタ・交通の便のよい地点での滅跡，大邸

宅跡地を利用した公園整備がなされている。さらに地図への各種情報提供がなされ，

ハイカーへの利用の便だけでなく，自然保護の啓蒙にも役立つている。

ただ一般人が近接しうる湖岸は少なく，特に西ドイツでは全湖岸線の30%弱にすぎ

ない。さらに最もビスタのよい地点は，古くからの大別荘地ホテル等によって占有さ

れており，一般人の湖岸への近接性をいかに確保していくかが課題となっている。

近接性を確保する方法としては，湖岸埋立て，湖岸沿いの土地購入，地主との地役

権の設定，各種協定による利用権確保，あるいは湖岸沿いのキャンプ地，駐車場，個

人用テラスの後退等により，公園設置，遊歩道ネットワーク整備が提案されている。

(d）景観管理

景観に対しては，伝統的景観の継承，古建築物，大樹木の重視，湖からの眺望等が

特に考慮されている。また州建築法により建築物の形態規制が行なわれている。さら

に独立住宅は湖岸沿いを中心に大敷地に低建蔽率の建築物があり，大樹木によって建

築物がかくされてしまう等，建築物に関しては景観上の問題点は少ない。ただ大敷地

は湖岸を長い距離にわたって少数の居住者，それも多くは非住民が占有することとな

り，先述した湖岸への近接性の問題が生じている。建築物以外では，湖岸近くのオー

トキャンプ場，あるいは冬期の湖面の氷結，ボートハーパ｛不足から陸揚げされたヨ

ット，ボートが問題となる程度である。

(e) 自然保護，ランドスケープ保全

現在の自然保護地は稀少性植物，大型あるいは稀少性動物が生息している地区が連

邦，州，ゲマインデ各レベノレで、の指定がなされ，土地利用規制により，あるいは指定

後買収され，その保護・保全がなされている1的。後者についてはもちろんのこと，前

者においても古くからの自然保護の伝統，自然保護団体の活動，自然保護思想、の一般

的昂まりもあり，その管理は容易とされている。

土地購入をする地区の条件としては，土地利用規制等制度的な保護策のない地区
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で，稀少性の，あるいは絶滅する危険性のある生物が生息している地区である。

湖に関しては，既述したように頻繁な船舶航行から水生植物，魚、の産卵場をまもる

ための西ドイツの浅瀬保護区域の提案，あるいは国際的には水面保護区域の提案等種

種の保護策が試みられている。この区域の場合，水位低下により冬期には水際線が大

きく後退するが，干陸化した土地に対しては近年の土地登記時に州の所有権が確立

し，その管理は容易である。

自然保護以外に開発からまもるべきものとしてランドスケープ，樹木がある。

ランドスケープ保全に関しては，スイスの連邦自然保護法の正式名称が，「自然保

護と郷土保全に関する法律」とされているように，特に景観の優れた地区でなくと

も，地域ごとの代表的景観を保全しようとする傾向が強い。この場合の景観とは人文

地理学で使う景観概念に近く，その地域での人間活動と自然、活動との聞の健全な関係

性が顕在化したものといえる。ランドスケープ保全地区の場合，自然保護地と同様土

地利用規制jによって開発を管理しようとしているが，あらゆる開発から自然をまもる

とする自然保護地区とは異なり，ランドスケープ保全地区はその損傷からまもられれ

ばよいとするもので，地区内での経済的開発行為は必ずしも禁止されていない。むし

ろランドスケープ保全に際しての農業，林業の機能を高く評価している。また，砂利

採取 ・採石跡地等に対しては充全なる復元義務を負わせている。

樹木保存に関しては，既述したようにスイスは連邦自然保護法で樹木保存を規定し

ており，高木がよく保存されている。西ドイツにおいても保存規定の有無は確認して

いないが高木が多く，別荘地開発においても樹木の存在を前提とした開発計画がなさ

れている。

4. まとめ

以上みたように，ボーデン湖地域における地域管理は地域計画をベースに極めてう

まく行なわれているといえよう。しかもゲマインデ，地域住民の主体制jも充分確保さ

れての上でである。

この背景としてまず第 lに考えられるのは， 2章で述べたように整備された法制

度，行財政酒における地方権限の強さ，あるいは地域計画共同体にみられるような極

度に専門分化されることのない地域管理単位の適正さ日〉，といった法制度行政機構面

からのものがある。しかしこれらだけではとても説明しきれない。説明しきれない部

分は1章でも強調した社会的背景と制度を支える民衆にある。ただ今回の調査研究は

短期間であり，そのため 1章での強調にもかかわらず，それらについての充分なる把

援はなしえていない。

したがって，これに対しては調査をベースにしながら，著者の考え方を展望をもま

じえながら述べておく。
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(1）社会的背景

社会的背景としては，ボーデン湖地域が急激な社会的変化のない比較的安定した地

域社会であるということがまずあげられよう。

このことは人口急、増による膨大な基盤整備費等に悩まされることもなく，計画的な

財政運営＝地域整備を可能とする。さらに精度の高い将来予測が可能で本来の意味で

の計画の成立を可能とするのである。詳しくいえば計画とは予測体系と価値体系とか

らなる。しかしわが国の場合，急激な社会変化が継続しているため，将来を的確に把

握することが困難で，計画という名のものは，予測することを極度に重視する予測体

系にかたょったものか，あるいは逆に将来を的確に把握しきれないことを前提とした

価値体系にかたよったものしか存在せず，本来的な意味での計画は成立しえていな

い。逆に当地域の場合，精度の高い将来予muをベースに価値体系からの計画目標＝将

来のあるべき地域像をも充分検討したものが成立しうることとなる。その計画は妥当

な計画実現手段をも具備しているがゆえに，その実施，運営段階における地域管理は

うまく行なわれ，またその実現性も高いものとなるのである。

(2) 民衆の制度関与

当地域においては公共の利益のもとに比較的強い私権制限が行なわれ，それが計画

あるいは地域管理を容易にしているのは明白である。この場合，比較法制度研究の視

点からは私権制限の内容も重要であるが，むしろそういった私権制限を含む計画案を

議会，地域住民が成立させた背景にある地域住民の成熟度に注目すべきである。これ

は長い民主主義の歴史，さらには郷土保護，自然保護運動によって培われたものでは

あるが，今なおそれを向上させようとする行政，住民相互の不断の努力1町，さらには

それを可能とさせている住民の価値意識，思想にも目を向ける必要がある。ただこの

種の限定された地域社会における価値意識，思想等を総体的に把握することは非常に

難しく 1幻，今後の一つの課題である。

なおE報では，日本の特定地域に場をもとめ，今回の報告で不充分であった水制度

と地域文化，民衆の価値意識，思想との関連に重点を置いた報告を考えている。

最後に筆者に貴重な調査研究機会を与えていただいた滋賀県自然保護課，大阪大学

教授上回篤氏，ならびに全般的な指導を得た大阪大学教授末石冨太郎氏に感謝する。

【注】

1) 富山和子『水と緑と土』 1974年，中央公論社，あるいは高橋裕『国土の変貌と

水害』 1971年，岩波書店等に詳しく述べられている。筆者自身はこういった立場

に立っているが，近年逆の立場からの指摘もなされており，今後の検討課題の 1
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つである。

2) 丹保憲仁「水利用の問題点一一都市・地域水代謝システムの転換点一一」 1974

年（『地域社会における水利用のあり方』論文集）， 113ベージ。

3) 三本木健治「国際水法学会第2会議の成果（1）」（日本河川協会「河）｜｜」昭和51

年4月号〉を参照した。

4) 筆者は10年来土地利用サイト守から都市内農地保全に関する研究を行なってき

た。その目的の 1つは近代的土地所有制によって荒廃せられた都市内農地，都市

環境の保全・整備である。

5) 阿部泰隆「連邦の環境政策と環境法の動向」（「環境研究」 18号） 1977年， 77ぺ

ージ。

6〕 一般的には，日本での市町村に該当する。

7) 現在の国土整備計画は連邦空間秩序法ができる以前に，各州、｜が州計画を有して

いたためそれら州計画を集成したものである。

8) 市民が議会決定に対して異議がある場合は裁判所へ提訴することができる。

9) この地域の場合，経済的調発は必ずしも規制されない。

10）佐藤昌『自然保護と緑地保全』 1972年，都市計画研究所， W章， V章に詳しい

紹介がある。

11）スイスにおいても同様の理由から別荘地開発を制限しようとする提案がなされ

ている。また，西ドイツ側のボーデン湖岸で，プライベート地が連続するために

長い距離にわたって湖岸に近接しえない地点があり，近接性を確保するためにそ

の地先を埋め立て，湖岸沿いに遊行道を設置しようとするケースがある等，私権

に対する制限には非常に強いものがある。

12）連邦計画，州計画ではプライベート要素に影響を与えるようなもの，例えば，

地籍が明確になるような大スケールの計画図は用いるべきではないとされ，概念

図，模式図等が用いられている。

13）西ドイツにおいても同様の主旨からの説明がなされている。

14〕この場合の計画能力上の問題とは， ゲマインデ規模が小なるため財政力が小さ

く，プランナーを雇用しえないことをさす。

15）スイスにおける別荘地開発に対する規制措置は， 1960年代の外国人の土地取得

制限と既取得地に対する建築義務にすでにみられる。

16）スイスでは大きな湖は早くからリゾート開発が進んだ結果，現在では原始自然

地はほとんど残っておらず，小さな湖とその周辺地が自然保護地とされるケース

も多L、。また西ドイツも同様で，ボーヂン湖地域ではヨシのはえた湿地帯が自然、

保護地とされている。

17〕地域管理の適正さとは，極度に専門分化されることなく，またそうかといって
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地域実態からかけ離れた包括的，抽象的立場に立つこともなく，地域計画者，管

理者が多分野の人の協力を得ながらも，計画・管理的視点から既存制度に通暁

し，それらを駆使しうる状況をさす。

18〕地域計画，地域管理に関する例としては，行政側に関しては，精殺な，また色

彩豊富で美しい計画案，あるいはその一部模型を作成し，街の中心部に設置した

り，あるいは計画情報をわかりやすくパンフレットにして配布したりして，住民

の関心を喚起させている。また住民側に関してはシャフハウゼン市における美観

保護，チュ｛リッヒ湖における湖水保護，あるいは個々の地域における景観保護

のための広範囲の地域住民を巻き込んだ自主的運動があり，いずれの運動も美意

識，郷土愛等が経済的価値意識よりも優先している。

19〕この分野の先行学問としては文化人類学がある。この種の研究が難しいものだ

けに文化人類学の協力が是非とも必要であり，この点からも学際的研究の必要性

が指摘できる。
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