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異常渇水と河川水利計画

志村博康

1. はじめに

河川水利の計画は，一般に， 10年に 1回程度の確率で起こるような渇水年を対象と

し，その年の渇水流量を基準にして立てられる。したがって，基準渇水流量と同程度

またはそれ以上の流量のある年には（それは簡単にいって10年のうち9年位あると考

えられるのであるが〉，水利用に不都合は生じなし、が，基準渇水流量以下になる年には

（それは10年に 1回程度起こると考えられる〉，水利用に不都合が生ずることになって

いる。言葉を変えていえば，水利用計画では，基準渇水流量以下の場合は，計画の外

に置かれているのである。

河川水のように変動性に富むものを対象とする限り，利用計画はある範囲内で立て

ざるを得ないことはいうまでもなし、。しかし，水需要がいちじるしく増大し，慢性的

水不足が近い将来において予想されているこれからの時代，基準以下の時期を，計画

の外にある事柄として無視するわけにはし、かないであろう。

基準渇水流量と同程度またはそれ以上の場合を，この論文では通常時と呼ぶことに

しよう。その対極として，基準渇水流量以下の場合を異常渇水時と呼ぶことにする。

これまでの河川水利の計画は，もっぱら，通常時を対象としたものであった。異常渇

水時は対象の外に置かれてきた。しかし，水利用が盛んになれば，異常渇水時こそが

水利用を規定するものになってくるのではなかろうか。この論文では異常渇水時に注

目することによって， 通常時の水利用計画を見直すことを試みてみたい。

今日，国土の均衡的利用が希求され，流域や水系を生活圏の基本的圏威のーっとし

て見直そうとし、う考え方が綴成されつつある。これは，通常時での水利用が地域によ

っていちじるしく不均衡化し，一部では広域利水化が避けがたく進行しつつあるのに
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対して，次の時代の文明を安定的なものにするために，一つの警鐘を鳴らしたものと

解される。しかし，流域内水資源の限界性，広域利水化の問題点などが通常時の水利

用の範囲内で論ぜられることが多いために，迫真性にややかけるきらいがあり，その

上，流域圏設定の発想が渇水問題そのものよりもむしろ文化，コミュニティーあるい

は環境保全の上から論ぜられることが多いことも合わさって，流域圏の意義は，あた

かも雲をつかむが如く，存在することは確かであっても，必ずしも定かではないとい

う状況にあるように思われる。

この論文で流域定住圏論のすべてを論ずることは到底不可能であるが，異常渇水時

と河川水利計画とのかかわり方を検討することによって，状況の解明にむけて，若干

の問題提起をしてみたいと思う。

2. 異常渇水時の水利秩序

現行の水利秩序は，通常時と異常渇水時とでまったく異なる様相となる。このこと

にまず注意しよう。通常時の水利秩序は，一口にいって許可水利権で象徴される河川

法を中心にした法制度の体系といってよい。現行の許可水利権は，河川のある適当な

基準点において， 10年に1回程度の渇水年を対象とし，その年の渇水流量を基準流量

として，その河川になお余裕のある場合に許可される取水であり，余裕のない場合，

すなわち基準渇水流量が既存の水利権で一杯の場合には，ダム等を設けてストッグを

つくり，そのストッグが生みだすフロウによって， 10年に1回程度起こる渇水年を基

準にして，基準渇水流量を増加させ得Tこ流量増分に対して許可されるものである。

したがって， 10年に 1回程度の渇水またはそれ以上の流量が存在する通常時におい

ては，利水者は水利権どおりの取水を保障され，もし万ーその取水が困難となるよう

な事態が生じた場合には，法制度に基づいて改善の措置がとられるものである。

許可水利権が入る以前において，先行する慣行水利権によって，すでに10年に1回

程度の渇水以上の流量が取水されることになっている場合には，河川管理者の責任に

おいて不特定利水容量が設けられ，先行する慣行水利権の取水を満たす流量が10年に

1回程度で起こる渇水流量になるように取りi汁われる（もっとも，それが完全に実施

されているとはいえないが）。

したがって，通常時においては，水利権どおりの取水を要求してよいし，河川管理

者は，その要求に従って水利権どおりの取水を実現できるように措置をとる義務があ

ると考えられるのである。

しかし，異常渇水時になると事態はまったく変わってくる。 10年に1回程度の渇水

を前提にして，ダムによる渇水増強の場合も含めて，水利権が許可されたのであるか

ら， 10年に 1回程度の渇水よりもさらにひどい渇水が生じた場合には，利水者のすべ

てが水利権どおりの取水を実現することは不可能となる。基準渇水流量からの減少に
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応じて，利水者の一部または全部が取水を減少せざるを得なし、。これは河川管理者の

責任の範囲を越えることであり，利水者もそのようになる場合を了解して水利権を得

たのであるから，水利者自らが事態に対処する他はないのである。

では，利水者逮が取水減少の措置をとる場合，基本となるルールは何だろうか。こ

れこそ異常渇水時水利秩序の基本部分に他ならない。現行の制度では，先述のように

河川管理の責任範囲を越えたものであるため，明確な規定は定められていなし、。河川

法では，第53条に「渇水時における水利使用の調整」として次の一文がある。

「異常な渇水により許可に係る水利使用が困難となった場合においては，水利

使用の許可を受けたものは，相互にその水利使用の調整について必要な協議を行

うように努めなければならない。

2.前項の協議を行うに当たっては，当事者は，相互に他の水利使用を尊重しな

ければならなし、。

3.河川管理者は，第 1項の協議が成立しない場合において，当事者から申請が

あったとき，又は緊急に水利使用の調整を行わなければ公共の利益に重大な支障

を及ぼすおそれがあると認められるときは，水利使用の調整に関して必要なあっ

せん又は調停を行うことができる」。

すなわち，利水者同士で，お互いに尊重し合いながら，自主的に調整せよ，という

のが原則であり，それが成立しなくても当事者から申請のあったとき，または公共の

利益に重大な支障を及ぼすおそれがあるときは，河川管理者があっせんまたは調停を

行なうというのである。しかし，このあっせんまたは調停を行なった例は，昭和53年

の異常渇水時を経た今日においてもまだ無く，もつばら利水者による自主調整にゆだ

ねられているのである（注・しかし行政指導によって，事実上の「あっせん又は調停」

に近い状態で事が処理されている場合はある。建設省は昭和49年「渇水対策の推進に

ついて」の通達を出し，それぞれの河川に渇水調整協議会を設けることを提案した。

これは利水者の関でかなりの論議を呼びおこし，必、ずしも全国的に整備されるような

状況ではないが，ところによってはほぼこれに沿った渇水調整組織ができて，機能し

ている例もある〉。

では，利水者による自主調整に当っては，利水者はすべて対等の立場であろうか。

それとも，利水権に何らかの優劣があると見るべきなのであろうか。これについては，

現行の制度では，水利権の物権的性格をふまえて，権原の発生順に優先権があるとい

う建前をとっている。新規に水利権を得るものが，既存の水利権をおかしてよいとい

う根拠はない以上，こうし、う優先序列は避けがたいものであろう。このことを明確に

するために，水利権の許可に際して付せられる水利使用規則の「取水の条件」におい

ては，「取水は，この水利使用に係る権原の発生前にその権原が生じた他の水利使用

及び漁業に支障を生じなし、ようにしなければならなL、」としるされている。
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新規利水者は，この取水条件を了解して水利権を得たので、あるから，既存利水者の

水利使用に支障を生じない範囲で，新規の取水を実現することが建前となる。これが

異常渇水時を貫く水利用の原則といってよい（もっとも，困ったときには互いに助け

合うことが人道上の道義であるから， 互譲の精神もまた異常渇水時を貫く原則といえ

るかも知れない〉。

権原発生順の優先序列は，近代的法制度が河川に導入される以前から存在したもの

であった。都市用水がまだ河川に登場しない段階においては，もっぱら農業用水が河

川を使用していたが，そこで見られた水利用で、は，優先序列がきびしく適用され，た

とえば新規利水の参入に際しては， 異常渇水時には取水を止めるとし、う誓約も行なわ

れた。流域内の水田を維持するためには，新規の開回を安易に容認することはできな

かったので、ある。

この伝統が，近代的法制の中に，権原発生順の優先順位制という形で継承されたわ

けであるが，その後，ダムによる自由な水資源開発時代を迎えて，水利状況が大幅に

変わり，この原則もやや忘れられた感がある。通常年での水の安定化が進んだことに

よって，異常渇水年への不安感までもが薄められたので・あろうか。基準渇水流量以下

になって，建前上取水ができないはずの新規利水者が，依然、として取水を続ける場合

がよく見られる。この場合，理論上は，下流側の既存利水者は，水利権どおりの取水

が困難となるから，文句をいうことになるはずでトあるが，実際には何の文句も出ない

場合がある。下流側の水利権者に， 気持のとでも，実際の水の使い方の上でも，余裕

がでてきたからであろうか。しかし，渇水流量が異常に低下してきた時には，この限

りでないことはいうまでもなし、。

農業用水では，河川自流量時代において，既に10年に1回程度の渇水を越えて，数

年に 1回程度の渇水にまで水の利用を進めてしまったところもある。ここでは，ダム

による水資源開発の時代に入り， 基準渇水流量が10年に1回程度に定められると共

に，不特定利水容量によって，水利権が10年に l回程度の渇水にまで安定化されたわ

けであるから，気持の上で余裕があるのはよく理解できるところである。

今日，基準渇水流量以下になった場合，あるいはなると予想される場合，一律取水

制限を協議の上行なうことがよく見られるが，それに加わるのがダムによる水資源開

発以後の新規利水者に止まらず，河川l自流利用時代の旧利水者も入ることがあるの

は，この不特定利水容量のためで、あろうとー考えられる。

ダムによるストッグの形成は，権原発生JI闘の優先順位制jを忘れさせる効果と共に，

その機械的適用もむずかしくさぜるようである。たとえば，流量がまだ基準渇水流量

以上にある段階から，将来の渇水を見越して，ダム依存の新規利水者が自発的に取水

を制限し，ダムの水をできるだけ蓄えておき，基準渇水流量以下になった時に，その

ダムの水を細く長く使うという場合である。当然のことながら新規利水者には事前に
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蓄えただけの水量を使用する権限がある。しかし河川に流れている流量のうち，どれ

だけが事前に蓄えられた水量分であるのか，ラフな河川観測j体制では必ずしも定かで

はない。もし事前の蓄え分がない場合にはダム依存の新規利水者は取水ができないの

が建前であるが，事前蓄え分のある限りある限られた量の取水は行なわれてよい。し

かし，その取水量は事前蓄え分に止まるものではないのである。この区分けのできな

いところでは，ダム以前からある既存利水者も文句をつけがたし、。いきおい既存利水

者の取水量も減少せざるを得ないわけである。

以上の他，異常渇水に入ると，水不足地区への救援の戸も強まって優先順位制が厳

正に行なわれず，利水者のすべてが何らかの取水制限に入らざるを得ない状況になる

ことが多い。その場合，人口の多数をかかえる都市用水（なかんずく上水道〉の発言

力は，民主主義社会においては強くなることは必至であるから，「平等」の原理が浮

上し，一律取水制限に向かうことが多くなる。こうして権原発生II慣の優先順位制は建

前とされながらも，利水者すべての平等損失負担が志向されていく。これが今日の異

常渇水時の傾向といえよう。

しかし，異常渇水時水利秩序がこの傾向の暗黙の容認でよいものなのかどうか，慎

重な検討を要するもののように恩われる。

3. 水利権と安全率

通常時を前提とする場合，水利権は，いかなるものであれ，必ず取水が保障される

とし、う意味において，ほぼ同ーの権利をもっといえるであろう。また，そのように扱

われている。しかし，異常渇水時を含めて水利権を考察する場合には，権原の発生II僚

に基づく優先順位制という理念に見られるように，水利権にある種の差異があること

を前提としなければならないであろう。

権原の発生l頂とし、う見方は，歴史的概念であり，伝統を重んずることと理解される

ことが多い。しかし，水利用の状況が，かつてのものからいちじるしく変化し，農業

用水も含めて，水利用の全体が現代において整備または再整備されたものになってき

ている今日においては，歴史的概念に止まることなく，現代の水経営の上から水利権

の内包している差異を評価することが必要であろう。その場合，私見では，それぞれ

の水利権がもっている安全率が重要な概念になるように思われる。

10年に 1回程度の渇水を基準にして水利権を設定するということは，その水利権が

河Jllから水を安全に取得することのできる確率が9割（0.9）だということである。 ダ

ムに依存することによって生みだされた水利権は，したがって 0.9の安全率で定めら

れているといってよL、。

では，ダムができる以前からあった河川自流利用の水利権はどうであろうか。その

水利権が取水を初めた時代においては，確率統計概念はまだ形成されていなかったわ
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けであるが，長い経験をふまえて，安全の程度を考慮して用水開発がなされたであろ

うことは想像に難くない。河川自流量が充分にある段階に用水を開発した水利権の安

全率は0.9を越えて，ほぼ1に近いものであったに違いない。一方，河川自流量の利

用が進んだ後，利用限界ぎりぎりのところで用水を開発した農業用水は，安全率を水

田農業成立のぎりぎりのところで定めたに違いなし、。

実際の場において，安全率がどのようにとられるかは複雑な要因によると考えられ

るが，現象を象徴化して，経営理論の上から見直すと，安全率の定まり方が一応整理

されてくる。以下に理論上，水利権の安全率がどのように定まるかを述べてみよう。

一般に，ある資源の開発は， 費用便益理論上，

B?;.C …...・ H ・－－……・・ ...・ H ・.....・ H ・－－－ ...・H ・......・ H ・－－……………… ……一 …・・（1)

ここに， B：便益， C：費用

で成立する。資源量をxとする時， B, CはそれぞれZ の関数で，

B=B(x), C=C(x〕

開発資源量zは，利益を最大にするところで行なわれると考えると，（B-C）を辰

大にすればよいから，

dB dC 
・・・・(2) 

dx dx 

にて定まる。 dB/dxは限界便益， dC/dxは限界コストを表わす。 dB/dx=bとか

く時，

b dC ＝一一 …・…....・ H ・－…....・ H ・....・ H ・......・ H ・....・ H ・－…....・ H ・....・ H ・.....・ H ・－・・…（3)
dx 

となるが，その資源がある一定の市場価格をもっ時には，この bが市場価格を表示す

る。

以上は，一般の資源の場合であるが，水に応用する場合には，二点の補正が必要と

なる。まず第ーは，たとえば農業を例に上げると，よくわかることであるが，水がな

い場合においてもある便益が存在する。畑がそのよい例である。 したがって水のない

場合の bを boと書く時，

dC b-bo=dx…………...・ H ・－－…...・ H ・.......・ H ・.......・ H ・－－………………...・ H ・（4)

でなければならない。ここに Cはあくまで水を利用する場合に必要となる費用とな

る。

第二に，河川水は常時得ることのできる資源ではない。河川水は変動するため，使

用したい流量以下の流量になることが統計的に起こる。今，使用したし、流量をzとす

ると， z以下に河川流量がなる確率は F(x）で与えられるとしよう。その時使用流量

Zについての安全率 S(x）は，

S(x)=l-F(x〕
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である。安全率が1すなわち常に水を使用することのできる状態での限界便益を b,

と書くことにすると，

b=b,S(x) 

としなければならない。よって，

dC b,S(x)-bo＝一「 …......・ H ・......・ H ・.....・ H ・…・…・・….........・ H ・.....・ H ・・・・（5)
ax 

である。これを満足する形で河川水の使用流量xが定められる。

農業用水を例にあげて， （5）式を具体的に検討しよう。

んは水が常に充分にある場合を前提にして，あらたに水 1単位によって生みだされ

る便益を表わすが，水田農業に応用する場合には，便宜上，水 1単位として 1m'/sec 

をとり，その水で標準的にかんがいし得る面積の上で得られる収益とする。水 1m'; 
sec当りでかんがいし得る面積および単位面積当りの収益は，技術段階により異なっ

てくるが，ここで、は簡単のため一定とし，標準的な値を採用する。 lm'/sec当りで標

準的にかんがし、し得る面積は大体 500haである。

んは，するとその面積（500ha〕で水がまったくない場合の便益すなわち畑の便益

となる。

dc/d叩は，この 500haを水田にする際に必要な費用となる。

以上で（5）式の各項は，いずれも 500ha当りの収益，その費用となるのであるが，

そのことは，各項を 500haで割ると， 1ha当りの収益，その費用で計算してよいこ

とを意味している。よって， （5）式を，次のように表示することができる。

水田 1ha当りの収益(1年〕×S(x〕一畑 1ha当りの収益（ 1年〉

＝水田 1ha当りの造成費(1年相当〉……...・H ・H ・H ・.....・ H ・－－…...・ H ・－－－－……（6)

収益を 1年当りでとらえると，水田造成費は 1年当りの相当額を採用しなければな

らない。 1年当りの水田造成費は水田造成の総費用に利子率をかけることによってほ

ぼ得られる。そこで（6）式を利子率で割ると，収益の資本還元額は地価に相当するから，

水田 1haの地価×S(x）ー畑 1haの地価

＝水田 1ha当りの総造成費…...・ H ・－－……－…...・ H ・－－・…...・ H ・…...・H ・－－…・・（7)

となる。 S(x）を 1とした場合には，かつて新沢嘉芽統博土が理論づけをされた地価

理論の式。と一致する。

まず，河川自流量利用の場合を考えよう。水田を造成する場合には，取水施設，導

水施設，自己水施設などが必要となる。これは関田予定地区の立地条件によって変わっ

てくる。これらによって安全率も地価も変わることになるが，安全率をどこまで下げ

得るかを，理論の上で考えて見ょう。

河川に接した沖積氾濫原での関田の場合には，水害の心配があるが，ここでは問わ

ない（理論の構成に水害は入れていなし、〉。水田をつくるための水利用にかける費用は
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極めて少なくなかったであろう。多分，無償の自己労働力投入で実現可能であったと

考えてよいであろう。そのようなところでは理論上，水田造成費は零と考えてよい。

その場合安全率は，

畑の地価安全率＝』と盟止
水田の地価

になり得るわけである。ダムによる水資源開発は，昭和10年代の河水統制j事業より始

まると考えてよいから，河川自流量時代の終わりは，その直前と考えられる。昭和7

～11年地価状況を見ると，新沢嘉芽統博士の研究によれば1ヘ 畑に対して水田はほぼ

1. 6～1. 7倍に洛ち着いている。これをかりに用いると約0.6が安定率となる。これが

安定率の最低限度といえよう。この場合に11大体3年にl回程度の渇水を受けるとこ

ろまで水を利用したことになる。このような傾向は，戦後の土地改良業事によって農

業用水が安定化する以前の段階においては，各所で見られたことである。

もっとも，農業用水の安全率をすべて0.6と見るのはあやまりである。 一般の農業

用水は，水田造成費にかなりの額が必要となるので，0.6以上の安全率であったこと

は確かである。 第 1図 河川水使用における便主主と費用の概念図

さて， ダムによる水資
1:1~ 

源開発を前提とする場合 界
I起

を考えよう。ダム建設に 絡

は相当な費用がかかる b 

が，これが農業用水の場 b, 

合，水田造成費となる。

そこで，河川自流量時代

よりも必ず安全率はたか

められることになるので

ある（第1図参照〕。した

がって，安全率がたかま

ったからといって，より

多くの便益となったとは

いえなし、。ダム建設費を

負担する限り，使益に変

h,S(x) 
（河川自流利用）

b,S(x) 
（ダム利用）

一一一一一＋E¥--
ま（ダムを除〈 ） ＼ ｜ ま（ダム蹴）

bo 

x, 使用水最（x)
河川自流最

更はないのである。ただ 利用の限雇

しダム建設費をまったく負担しない場合には，それだけ便益が増大したことは否定で

きない。不特定利水容量によ って，安全率が上った場合がこれである。

都市用水の場合についても少し触れてみよう。

上水道の便益は， 一般に計量しがたし、とされる。それは，人聞が住む場合に不可欠
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なものとされ，水道法に基づいて，必ず給水されることになっているからである。実

際，便益を考える場合，水道のない場合との対照が問題となるが，水道のない場合に

は，そもそも人が住めなL、から論じようがないというのがよくある見方であり，もし

住んでいる場合には地下水あるいは湧水があるからであるが，それは充分に水がある

場合に相当し，水道のない場合に相当しないのである。

近年，水道が断水になった期間等を対照区にして，それに伴う損失（受水労働の増

大，生活上あるいは産業活動上の不使さの増大等々〉をことごとく計量化しようとい

う試みがある。これらはたしかに水道の便益を知る方法であるが，非常に厄介なもの

であることはいうまでもない。

今，かりに，水道の施設体系があまり急変せず，地域の諸状況にもあまり変化がな

い場合を想定してみよう。その場合には，渇水に伴って断水のおきやすいところ，水

道がなかなか布設されないところ等，水道にかかわる便不便の差異は地区に固定され

て，次第に地価に及ぶものと考えられる。実際には，宅地の地価は道路の新設等，諸

諸の都市施設の新設等により大きく変化し，水道の使不便の差異を消す程であるが，

ここでは，水道以外の都市的状況が不変で，水道の使不便の廷奥で地価に差異ができ

ている場合を想定するわけである。すると，農業用水で用いた方法がほぼ適用される。

すなわち， b，としては，安全率が非常に高い地区の地価と考えることができる。理

論上1の地区は存在しないと考えられるが， 1に近い値の地区は存在する。んとして

は，水道以外の宅地造成はなされているか，または容易になされる条件にあり，ムと

ほぼ同じ都市環境条件にあるが，水道のくる見込みがないという地区を考えるとよ

い。ここは倉庫や駐車場等居住以外にしか使用できない地区である。このように考え

ると，先の（5）式が使えるようになる。

工業用水の場合もほぼ同様である。んとして安全率がほぼ 1に近い工業用水団地を

とりあげ， boとしては水道以外については九地区とほぼ同様の条件であるが，工業

用水の来る見込みのない地区をとりあげるわけで、ある。

現在のところ，手元に好適なデータがないので，ここで実際的な数値を上げること

はできないが，農業用水で議論したことがほぼ都市用水についてもいえることが定性

的にわかるであろう。

以上により水利権の形成過程を，安全率から見るならば，次のようにいうことがで

きるであろう。

河川自流量が充分にあった場合の水利権は，安全率がほぼ1に近い状態であった。

それは水を利用しない場合と対照して，限界便益が非常に大きいものであった。しか

し，水利開発が進んでいくと水利権の安全率は次第に低下し，その結果，限界便益も

低下してくる。河川自流量の利用限度は，安全率が 1の時の限界便益に，その流量の

安全率を乗じた値，すなわちその流量での限界便益がちょうど水利用をしない場合の



志村：異常渇水と河川水利計画 27 

限界便益と一致するところであるということができる。この場合の水利権が安全率に

おいて最低となる。水利用のための費用が必要な水利権の場合には，その費用をつぐ

なうだけ安全率が上らねばならない。

ダム建設によって水利用を行なう水利権の場合には，その費用をつぐなうだけ安全

率を上げることが不可欠となる。そこで河川自流量利用時代に進行した安全率の低下

を止めて，高いところに安全率を上げるようになる。

以上を図化すると第 1図のようになる。

以上の検討で明らかなように，それぞれの水利権には，水使用を行なうようになっ

た時点での河川流量の確率に応じて，それぞれ個有の安全率がついているのであり，

ダム建設によって水利権が形成される場合にも，それに対応する安全率が定まるので

ある。したがって，水利権は，安全率の程度によって差異があるといわねばならない

のである。ダム建設以後の水利権は，しからばどのように変化するか。これは次節で

論ぜられる。

4. ダム依存の水利用における安全率

ダムによって渇水増強をはかり，その増分に対して水利権を得るということが行な

われるようになると，先述のように河川自流量時代末期の安全率よりも，より高い安

全率が必要となる。この場合，必ず不特定利水容量が必要となる。

この関係を図化したのが第2図11）である。今，かりに，河川自流量時代には%渇水

年まで水利用が進んでいたとしよう。その場合，%渇水年のハイドログラフ上で，最

小流量のところまで水利

用が進んだわけである。

さてダムによって渇水増訴し

強をする場合，安全率を i主

あげねばならないことは

先に述べた。今，それが

'/10渇水年となったとし

ようれ、くらの確率年が

ダム建設に伴って採用さ

れるかは，その時点での

水の限界便益およびダム

建設費で決められる〉。こ

の場合＇／ 10渇水年のハイ

ドログラフ上で，貯水容

量を定めることが必要と

第2図 (1) 河川l自流利用からダム利用に移る時の概

念図

Yem水年のハイドロクラフ

活i易水年の
ハイドログラフ

ム／ 

／ 

汎川自流利用時の水利権

日
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なる。%渇水年のハイドログラフと， 1/10：渇水年のハイドログラフのそれぞれの逓減

曲線が同一であるとは必ずしもいえないが（特に基準点の上流側で水利用の激しい場

合には変化し得る〕，ここでは簡単のために，人為の影響があまりなく，逓減曲線はほ

ぼ同一傾向をとり，%渇水年のハイドログラフ逓減部の延長線上にほぼl/10渇水年の

ハイドログラフ逓減部がくるとしよう。二つのグラフを重ね合せたわけで、ある。立ち

上りのハイドログラフは降雨による出水を意味している。第2図（1）から明らかなよう

に，河JI！自流量利用時に設定された水利権の上に，ダム建設で渇水増強をはかること

によって得られる水利権を設定する場合には，%渇水年ハイドログラフ，＇／ 10渇水年

ハイドログラフの聞にできる空き部分を充填することが不可欠となる。

もっとも，河川流量の予測と計測の技術がいちじるしく進み，河川｜自流量に相当す

る流量とダム依存の流量とを明瞭に区分することができるようになれば，それをふま

えた水利制度で、は，第2図（2）のような貯水容量を考えることはできないことではない

第2図 (2) 完全計量可能な場合の新規利水容量

流
回
現

》~i易水年の
ハイドログラフ

Xo渇水年の
ハイドログラフ

乙／ 
／ 

／ 

／ 
／ 

--f一一一一ー

であろう。しかし，当面

期待できないことはいう

までもない。

この不特定利水容量に

よって，河川自流量時に

設定された水利権は安全

率を向上させることにな

る。したがって理論上，

河川自流利用時の水利権

ダム建設の
水利権の利水容量般化して，経営の損益計

ダムの受益者といえる。

もし水文統計の運用がー

日

算にも安全率が公的に導

入されるようになれば，

このような受益者もダム

の費用負担をすることに

なるであろう。しかし，そのような状況にない段階では，既得利水者に負担をかける

ことは困難である。不特定利水容量は新規利水の水利権設定のために不可欠のもので

あるが，新規利水者の必要貯水容量では必ずしもないので，今日では公共負担とされ

ている。

さて，ダム建設によって新規利水の水利権が設定されるようになると，その後の安

全率はどう なるかを見ょう。

概念図を第3図（1),(2）に示したが，今， l/10渇水年を基準にして，既にダムによる水

利権が設定されているとしよう。これからの議論は，この後に＇ /io以外の渇水年を対
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象とする水利権の設定 第3図 （1）確率年を変える場合に必要となる利水容

（安全率を変えた水利権 量（1/10から•I••へ〉

の設定〉は可能かという也
I M渇水年の

ことである。安全率を上 －， ハイドログラフ

げる場合を考えてみよ

う。かりに 1/20渇水年を

対象としたい新規利水者

が現われたとしよう。そ

の場合の新規貯水容量の

概念図は，第3図（1）のと

おりである。先の河川自

流量利用の水利権とダム

新設による水利権との関

係とほぼ同様のことがし、

えるのである。なお，新

規水利権のための貯水容

量は， 1/10渇水年を固定

~i島水年の
ノ、イドログラフr 

させても，後発になる程，主

同一水利権流量に対して

も，より多くの容量が必

要となるのであるが（こ

れが水資源開発の基本的

性質である戸，安全率を

上げる場合には，さらに

多くの容量が不可欠とな

るのである。これが困難

であることはいうまでも

ない。

以上の議論は，しかし

既存の利水者および新規

／ 
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第3図 (2) 確率年を変える場合に必要となる利水容
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新規水利権

既存水利権

日

利水者が同一河Jllから常時取水する場合であるが，新規利水者が，既存利水に影響を

与えない範囲で水を貯留しく豊水期のみ貯留），河川を経ずにパイプライン等で、水を

得る場合には別となる。この場合，特殊なダムとなるであろう。

今度は，安全率をさげる場合を考えよう。第3図（2）に概念図を示したが，たとえば

•／，渇水年を対象にして，新規利水の水利権を得たいとする場合がでたとする。貯水容
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量は大きくならずに済む。しかしこの場合，この新規利水に対しては貯水と取水の厳

重チェックが必要となる。この利水はこの利水のダム使用権の内容たる貯水容量がな

くなれば，直ちに取水をストップさせる措置が必要である。そこが不明確で、ある場合

には， h渇水年よりきびしい渇水になっても，なお取水を続けることが起こるであろ

う。しかし今日の段階では，特定の利水に対してのみ，貯水と取水を厳重にチェック

することは，管理制度の上からも簡単なことではない。当面は期待できないと見たほ

うがよいであろう。しかし，計課u，情報処理，遠隔自動操作の技術が進むと共に，こ

のような水利権を望むものがいる限り，置くことも理論上あり得ると考えられる。

以上で明らかように，特殊な水利権を別にして，同一河川で常時取水する一般の水

利権については，安全率の同一化が避けがたいと考えられるのである。すなわち，ダ

ム建設による水利権の設定が，たとえばほぼ 1/10渇水年を基準にして始まると，その

後も＇／ 10渇水年を継主主し，それを固定化していくと考えられるのである。したがって，

ダム建設以後は，安全率の上から見て，一般の水利権は，不特定利水の恩恵を受けた

ものも含めて，平等の権利をもつようになるといってよいように思われる（注；上水

道分野では，既存水利権流量のままで安全率を上げることが考えられているく経年貯

留の上水道専用ダム等〉。これは特殊な条件の場合に成立可能なものであろう）。

5. 水利権のグループ分けと取水制限

以上の論議をふまえる時，水利権は，安全率の上から，二つのグループに大別する

ことができる。かりの呼び名として，一つをダム利用グループ，他の一つを自流利用

グループと名づけよう。

ダム利用クりレープには， ダムによって水利権を得ることができたすべての利水者が

入ることは，いうまでもない。それに，河川自流量時代に設定された水利権ではあっ

ても，ダムの不特定利水容量によって，ダム利用グループと同等の安全率にまでたか

められたものが加えられる。これらは，すべてほぼ0.9の安全率の水利権ということ

ができる。

自流利用グルーフ・は，上の不特定利水容量依存のグループを除き，河川｜自流量時代

に水利権を設定した利水者で、ある。これらは，いずれも 0.9より高い安全率の水利権

であるが，おそらく数百年に 1回程度の渇水にまで対処できるものから， 10年に 1回

程度の渇水に近いものまで，多様な安全率分布であろう。

これらの区分は，異常渇水時への対処を考えるとき，無視することのできないもの

であるように思われる。まず，異常潟水になることが予測される場合，および異常渇

水になった初期の場合を考えよう。取水制限の措置が，利水者の聞で不可避となる

が，そのルールはいかなるものが適当だろうか。

権原発生順の優先順位制を機械的に適用すれば，新しい水利権から順に取水制限を
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することになるが，ダム利用グループでは，新旧を関わず安全率が同一なのだから，

少なくともダム使用グルーフ．については同一比率で、の一斉取水制限が妥当なところで

あろう。

近年，渇水調整の協議が幾つかの河川で行なわれ，一律取水制限が採用されること

がよく見られる。ただし，緊急暫定水利権〈まだ自らの水源をもたないが，近い将来

確実に水源が手当てされることになっている場合に，当面豊水時にのみ取水を認めら

れた水利権〉については，全量または高率の取水制限が課せられる。緊急暫定水利権

が異常渇水時に入ると共に，取水停止となるのは当然であるが，それ以外の水利権が

すべて一律に取水制限を受けるべきものかどうかについては，議論のあるところであ

る。ダム利用グループが，先述のように一定比率で取水制限をすることは合理性があ

るといえよう。しかし，自流利用グループがこれに加わる理由はないように思われる。

このグループの水利権は，ダムグループよりも高い安全率の水利権であるからである。

もっとも，自流利用グループの一部または全部が奉仕の精神あるいは天災時の救援

という立場から，ある比率での取水制限を自発的に行なうことを否定するものではな

い。しかし，異常渇水の訪れを予測して，まだ異常渇水に入らない段階での取水制限

の場合に（これはダム依存の利水者にとっては将来のために必要なことであるが〉，

自流利用グループが加わらなければならないことはないし，異常渇水時に入った場合

においても，初期において，まだダムに水がかなり残っている場合には（それはダム

依存利用者の事前制限によって残された水であるが〉，自流利用グループが取水制限

をしなくともよいであろう。

しかし，異常渇水が進化すると共に，自流利用グループも対応が不可避となる。水

のなくなったダム利用グループを救援することは道義上必要である上に，自流利用グ

ループの中においても，比較的後発の水利権については，そのうち水利権流量を割る

河川流量となるからである。理論上は，渇水流量の低下にしたがって，次第に自流量

利用グループにおいても取水を停止されてしかるべき水利権が出てくるわけである。

重要なことは，ダム利用グループは，貯水容量を持っているから，取水制限をする

ことによって，水の蓄えを温存し，細く長く使うとし、う利用方法が可能であるが，自

流利用グループはそうはいかないことである。自らの貯水容量をもたないのであるか

ら，理論上は取水制限をしても，自らの水の蓄えをつくることにはならない。したが

って，他人の取水に協力するだけである。自流利用グループの水利権は，自らの安全

率に対応する流量までは取水を続け，河川流量がその流量以下になったときには，取

水を停止する他はないのである。

もし，自流利用グループが細く長く水を使いたいとすれば，選択の方法としては，

次の二つしかない。第一は自流利用グループが，先発後発を問わず，まとまって取水

制限をすることである。いうまでもなく，先発の水利権は安全率がほぼ1に近いと考
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えられるから，理論上，余程の渇水になったとしても，ほとんど取水制限をしなくて

もよいものであるが，後発の自流利用水利権の細く長くの水使用を保障し，水の無く

なったダム利用グループを救援するために，取水制限に加わるのである。このような

形は，古くからある番水の形式とほぼ同じである。河川によっては，すでに自流利用

時代にその慣行が形成され， 今日にも続いているところもある。その形式を，いわば

再確認して，自流量グループの今目的相互協力体制lとして自流利用グループ合同の取

水制限体制をつくるわけである（その場合，ダム利用グループ救援の機能も生まれ

る〉。これの可能性は，先発水利権の態度如何にかかっているといえるであろう。

第二は，自らの貯水容量はないのだから， ダム利用グループの貯水容量を借りて，

自らのブロウ分も細く長く使うために一部ストック化するわけである（渇水時には貯

水容量に空きができるから実施可能である〉。このため，ある段階からダム利用グル

ープの取水制限に協力して自らも制限を行ない，水の蓄えに協力する。この形は，河

川自流グループがまとまって第一の方法をとらない場合には，後発の水利権から個別

に現われてくるであろう。後発の水利権は，先述のように河川自流利用とはし、L、なが

ら，安全率は比較的低く，異常渇水の深化と共に水利権上は取水を停止せざるを得な

い状況となるからである。

どちらの道が選択されやすいかを考えると，河川自流グループがきびしく先発後発

にわかれ，ぱらぱらの状態にある場合には，第二の道がとられやすいであろう。第二

の道は個別に参加し得るものである。しかし，河川自流利用グループが番水慣行の継

承等もあってまとまっている場合には，第一の道を選ぶことが容易であろう。

しかし河川自流量グループにとって，注意すべきことは，ダム利用グループの成長

に伴って（それらは大都市を背後にもっていることもあって，社会的発言力を強めて

いるのであるが〕，水利権が安全率によって差異のあることには触れず，渇水は天災

という発想から，一律取水制限を志向する傾向が強くなりつつあることである。この

状況の中で，河川自流グループがもっ高い安全率の水利権を維持していくためには，

河川自流グループの結束が強く要請されるところであろう。結束がない場合には，後

発水利権から次第にダム利用グループへの依存が強まり，その進展と共に一律取水制

限が拡大し，安全率の高低を問わず，すべての水利権は同等という理念が風隣するで

あろう。安全率の高い先発水利権といえども，孤立して，その安全率を維持すること

は困難なのである。

もっとも，安全率の高低に基づく水利権の差異，あるいは水利権そのものが，未来

永劫にわたって存続するものかどうかは甚だ疑問のあるところである。この議論は将

来の水利用にかかわるものとなるので，ここでは割愛するが， 一言だけ述べておくと，

これまでの水利制度は一過的水利用に照応した制度で、あった。将来， 山地での水資源

開発が限界に達した段階で、は，繰り返し水利用の時代となり（それは21世紀中に来る
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と予想されるが〉，水利制度も抜本的に変わるであろう。したがって，現行の水利権

概念も大幅に変わるに違いなし、。

このことは，しかし現行の水利権維持を軽視してよいということではなし、。今日の

時代は，弥生時代以来永く続いてきた一過的水利用の時代が，繰り返し水利用の時代

に移り変わる過渡期なのである。この過渡期の時代においては，様々の変化が次から

次へと起こるに違いない。これらに適切に対処していくことは，個々の水利権の能力

を越えたことであろう。むしろ利害を共有する河川自流利用グループが共同して大過

なき道を探究し，必要に応じては自身で水利権の再編整備をも図れるような結束が望

まれるのである。それが過渡期に生きるも っとも 自立的な道であろう。

ともあれ，河川自流グループが結束して， 異常渇水に対処し，グループ内水利権を

共同で支える体制lをつくることが望まれるのであり，その場合には，安全率の高い水

利権の立場を維持することができると共に， 必要に応じて相応のダム自流グループ救

援もできるのである。

6. 異常渇水時に地域を支える水

異常渇水時，地域の生活と産業を，活性を極度におさえることはあっても，ともか

く最低のレベルにおいて維持することが必要となるが，それを行なう水は何か，を考

えよう。

既に述べてきたように，異常渇水時に入った場合で、も，事前にダム利用グループが

取水制限を行なってダムの水ストッグを少しでも残してきた場合には，そのストック

によって生み出し得るフロウの分だけ，河川自流量にプラスして使用することができ

る。

だが，異常渇水が続くかぎり，遠からずダムのストックは澗渇するといわざるを得

ない。その時，地域に与えられる水は河川自流量のみである。

もっとも，この他に考えられるものはないことはない。よく期待されるものとし

て，他地域からの導水があるし，実際に行なわれるものとしては，その地域の地下水

利用がある。さらには，これからの有力な方法として，排水，下水などの処理水の再

生利用があり，海水の淡水化も考えられる。これらの有効性を考えよ う。

まず，他地域からの導水であるが，異常渇水時ではなく，通常時を計画範囲として，

常時導水する広域利水の場合と異常渇水時にのみ導水する場合の二つが考えられる

が，広域利水については， 10年に 1度の渇水を対象にして計画される ことは，ダム計

画と同じである。したがって，その基準渇水量を割った時には導水ができないのが建

前である。特に他地域からの送水の場合， 連帯感にとぼしいので，この建前がそのま

ま生きる可能性の強いことは充分に銘記しておく必要がある。

しかし，水を送る水源の地域と，水を受ける受益地域とが同時に異常渇水になる確
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率は必ずしも10年に 1回ではなし、。この統計が現在のところ，必ずしも整備されてい

ないので，確かなことは不明であるが，接し合った流域においても異常渇水が同時に

現われることが，ほとんどない地域もあるようである。この場合には，異常渇水時で

の相互送水が可能となる。今後の水利計画では，近接地域を対象にして，異常渇水が

同時に起こる確率を事前に分析することが望まれるであろう。

しかし，それでもなお広域利水化には困難性がある。それは水の価値が水資源の逼

迫と共に急上昇しているため，簡単に他地域への送水を認める機運にないのが一般的

だからである。他地域への送水よりも，将来利用する資源として確保しておきたし、。

一度手離した水は戻らない，という意識が非常に強いのである。

異常渇水の同時生起確率が小さい広域地域では，異常渇水の時のみ相互送水できる

体制をとるということが考えられる。この場合，相互に利益を享受できるという前提

で、合意の可能性はあるのであるが，そのための施設は，異常渇水時にだけ用いられる

という利用率の極めて低い施設となるため，施設規模の小さくてすむ好地形条件の場

合に限られるであろう。しかし，そのような水利用ができたとしても，同時に異常渇

水が起きた場合には，送水停止となることはいうまでもない。

地域の地下水利用については，地盤沈下等に影響を及ぼさない範閤内，適当な期間

内に回復できる範囲内において，活用が図られる必要のあることはいうまでもない。

しかしむずかしさはその範囲が必ずしも定かでないことである。異常渇水時だけの湯

水であっても大量揚水は影響を残すことは必至である。揚水可能な範囲を慎重に調査

し，異常渇水時の計画にとり入れることは望まれることであるが，その範囲が定かで

ない段階では，その地域の水利用計画に地下水利用を組み入れることはできなL、。地

下水利用は前提としないで，水利用計画を考える場合が多くならざるを得ないのであ

る。

排水，下水等の処理水の再生利用については，これからの水利用計画の重要な課題

であるが，これは異常渇水時の計画というよりも通常時にこそ必要なものである。通

常時において利用できる施設の整備がほとんどなく，異常渇水時において応急的に利

用することが可能なのは，せいぜい農業水団地域の排水ぐらいに止まるであろう。む

しろ通常時の水利用計画として，排水，下水等の処理水の再生利用を準備することが

望まれるのである。

もっとも，今日の我が国では，排水，下水の処理水を上水道に用いることはほとん

ど無理であろう（外国の一部地域で‘異常渇水時に飲料用に使った例はあるが〉。雑用

水利用に止まらざるを得ないが，異常渇水の深化した段階で、は，雑用水利用もさるこ

とながら，上水道そのものが主大になってくるのであるから，当面異常渇水時の計画

に大きな位置を与えることは無理であるといわざるを得ない。

海水の淡水化については，通常時においてコストの面から，また省エネルギーの立
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場から，当面利用の拡大があまり期待されないのであるが，大都市での異常渇水時に

上水道の補水として使用されることは充分に考えられる。この場合極めて高コストの

水となるが，もし淡水化装置が比較的容易に搬送し得るものとなれば，運用が一層可

能となるであろう。しかし大量生産が可能ではなし、から，利用が進んだとしても，異

常渇水時の水計画の大きな部分を占めることはなし、。補充的役割に止まるものと考え

た方がよい。

以上でほぼ理解されるように，異常渇水時の；Jc利用として，いろいろなものが可能

であり，今後に期待されるのであるが，当面，確実なものとしては，やはり，河川自

流量で、あり，それへの依存が中心といわざるを得なし、。河川自流量こそ，異常渇水

時，その地域の生活および産業を，最低限にせよ，維持する源泉なのである。異常渇

水の深化した段階で＇＇ ft，産業の維持はもはや生産活動ではなしその産業が異常渇水

脱出後，早急に生産活動を再開できるように用意する保安的なものに止まるであろ

う。生活の維持も，通常の人間活動の保障では必ずしもなく，極度に抑制された生活

の保障に止まらざるを得ないて、あろう。そのような状況は，地域の生命力が異常渇水

の中で断絶することなく維持されるということであろう。実に河川自流量は，そのよ

うな地域の生存を保障する水なのである。

異常渇水時の河川自流量は，いわば河川維持用水に相当するものであるが，河川維

持用水は一般論として「流水の正常な機能が維持されるようにするもの」とされて，

具体的な表現では「河川環境を保全するもの」「魚類等自然、の生態系を保護するもの」

あるいは「水質を保全し，河川の浄化機能を維持するもの」等といわれることが多い

が，これらの発怨には通常時での河川流量，通常時での河川計画を念頭において述べ

ている響きがある。むしろ，河川自流量たる維持用水は，異常渇水時，地域の生存を

保障するもの，地域の人々の生存権にかかわる水といった方が適切なのではないだろ

うか。

そのような河川自流量を，その地域は古くから使用してきたのであり，したがって

そこには古くからの水利権が張りついているのが一般的なのである。

7. 異常渇水をふまえた河川水利計画

河川の渇水自流量は，その地域固有のものであり，ほぼ定まったハイドログラフを

とる。統計的に，ある再現期間に対し，定まった流量が与えられる。

ダムによる水資源の開発は，人為的なストアグとそれに基づく人為的フロウをつく

りだし，河川自流量の分布関数を変えて，あらたな流量分布関数を生みだすが，それ

は， 10年に 1回程度の渇水流量を増加させるところに目的がおかれ，計画上はそれ以

下の渇水に対しては何の手当もされないのである。したがって，ダムをつくった場合

でも，異常渇水時には，自流量そのものが現われる。もっとも，ストッグからフロウ
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を｛乍る操作において，異常渇水を予想して，事前に取水制限を実施し， 10年に 1回程

度の渇水以下になっても，流量を増加させることはある。しかし，それが限られた範

囲になることはすでに述べてきた。異常渇水時の自流量は，ほとんど変わらないので

ある。

しかし，ダムによる水資源開発に基づき， 10年に 1回程度の渇水流量が増強され，

その上に水利計画が立てられて上水道，工業用水，農業用水が設けられる。こうして

人口，産業，農地が増えてし、く。すなわち，通常年を対象にして，その地域の人口，

産業はどんどん培えてし、く。

一つの流域内に限定する場合，今日の水利計画では， 10年に 1回程度の渇水年を基

準にして，その年の流量をストックで完全にキャッチして，一様にブロウ化するまで

に，人口，産業は増加し得る。さらに広域利水によって，流域外からの送水が可能と

なると，さらにその限度を越えて人口，産業は増えていく。広域利水が続く限り，人

口，産業もほぼ無限に増大し得る。 10年に 1回程度の渇水を基準にしてである。

だが， 10年に 1回程度よりきびしい渇水が訪れた時，その地域に供給される水は，

ダムによるものでもないし，広域導水によるものでもない。河川自流量のみである。

増大した人口，産業は，この固定的な渇水自流量だけを頼りにして，異常渇水を乗り

切る以外にないのである。

人口，産業の集中が異常にならない段階での河川水利計画は， 10年に 1回程度の渇

水だけを基準にしておればよかった。しかし，高度成長期を通じて特定地域への異常

な人口集中傾向が現われた今日， 10年に 1回程度の渇水年だけを基準にして水利計画

を立てるだけでよいだろうか。河川渇水自流量が維持し得る人口，産業には明らかに

限界がある。たとえどのように節水をしたとしても，無限の人口を養うことはできな

い。事態をわかりやすくするために，かりに水利計画としては上水道計画だけがある

としよう。工業用水，農業用水は無いものとする。この地域の異常渇水時1人当りの

給水可能量は次の式で表示される。

渇水自流量異常渇水時 1人当りの給水可能量＝
10年に 1回程度の渇水を基準
にして生み出された給水人口

上式の分子は固定的なものである。分母は，ダムや広域導水によって無限にふえて

いく。したがって 1人当りの異常渇水時給水可能量はどんどん減少してし、く。概数を

上げてみよう。通常の水利計画で目安とされる渇水流量は流域 lOOkm' 当り約 1m3/ 

secである。これが10年に1回程度の渇水自流量に照応すると考えてよい。 1 m3/sec 

では， 1人1日当り 5001の給水と考えて，約20万人の人口をかかえることができる。

ここまでが河川自流量利用での水道計画である。その時の人口密度は， 2,000人／kぼ

である。
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ダムをつくって渇水流量を増加させたとしよう。その上限を考える。 10年に 1回程

度の渇水年の雨量を，目安として l,500mm，蒸発散量を500nmと概算すると，水資

源賦存高（有効降雨量〉は l,OOOmm。これをダムによって完全にキャッチして，一

様のフロウをつくるとすると，約3m3/secの流量となる。こう して60万人に給水可

能となる。この流域の中だけでの水資源開発としてはこれが限度となる。人口密度で

は， 6,000人／km'となる。これ以上の人口になる場合には他流域からの送水が不可欠

となる。大都市でよく見られる人口密度 1万人／km'以上とし、う数字は，その地域の

降雨だけでは通常時の給水さえ無理なことを現わしているわけである。

さて，異常渇水時になった場合を考えよう。異常渇水は，先述のように10年に 1回

程度の渇水よりもきびしい渇水であるが，近年社会問題となった渇水を見ると，50～

100年に1回程度の渇水が起きている。その程度を考えたいのであるが，その時の渇

水流量については目安といえる数値すら定かでない。今日まで10年に 1回程度の渇水

が基準とされ，水利計画も通常年ばかりを対象にして，異常渇水にはあまり関心を払

わなかった結果であろう。しかしかりの数値として lOOkm'当り 0.3m3/sec位を上げ

てみよ う。すると河川自流量だけの利用時では（人口20万人〉，異常渇水時1人当りの

給水可能量は約 150J。流域内で、水資源開発を充分に進めた時点で、は〈人口60万人〉，

異常渇水時1人1日当り給水可能量は 501となる。

国土庁調査の家庭用水の用途別内訳（昭和50年推計〉叫によれば，飲食 4ll，手洗・

洗面 17l，洗濯 53l，風呂 40f，水洗便所 13l，掃除Bl等であるから，河川自流量利

用時には，大きな問題はないけれども，ダム開発が充分に進んだ時点では，深刻とな

ることがよくわかる〈注．上述1人1日当り給水量がそく家庭用水利用量と一致する

ものでは決してなし、。 1人1日当りの給水量には家庭外で使用される上水道使用量も

含まれる〕。広域導水が進み，人口がさらに増えれば， 1人1日当り給水可能量は一層

減少するわけである。

異常渇水時だけのことであるから，その期間だけは極度の非人間的な水利用状況に

なってもやむを得ないという見方もある。渇水が天災であり，その苦しみを平等に負

わざるを得ないとすれば，その見方もうなずける。

しかし，渇水は天災であっても，一般の災害，たとえば地震のようにその地域に居

合せた人々が一律に苦痛を甘受せざるを得ないものでは必ずしもないのである。上の

例でいうならば，河川自流量のみを利用していた時点でt主，異常渇水になったとして

も，大きな苦痛はないのである。 1 m' /secの水を利用していたのが，一時 0.3m3/ 

secに落ちたとしても苦痛は少ない。しかし、河川自流量を越えてダム開発により3m3/

secを利用するようになったのが， 0,3 m3/secに落ちた場合には深刻にならざるを得

ない。しかも注意すべきことは， ダムによって生みだされた水は， 10年に 1回程度の

渇水を基準にしたもので計画され，それよりもきびしい渇水になった場合には，建前
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としては無くなってしまう水なのである。ダム開発でこの地域に新たに入ってきた40

万人の人の水利権は，そのような水利権であり，しかも先発の水利権（河Jll自流量時

の20万人の水利権〕に支障を与えないことを条件に許可を受けたものなのである。 10

年に 1回程度よりきびしい渇水流量に対しては，先発20万人の水利権が張りついてい

るのであり，それを後発の40万人が利用してよいということにはなっていないのであ

る。

したがって，機械的にいえば，異常渇水の訪れと共に，ダム開発の水によってこの

地域に入ってきた40万人は水利用から脱落する。先発水利権の20万人だけが渇水時流

量Aを使用するというのが水利権上の建前で、ある。もっとも，河川法に基づいて，水利

権者は水利調整の協議に努めなければならないし，相互に水利使用を尊重しなければ

ならないことになっている上，協議が成立せず，水利権者から申請があった場合に

は，あるいは公共の立場から必要な場合には河川管理者があっせんまたは調停するこ

とになっていることは，先に述べたとおりである。

実際の問題として，異常渇水と共に後発水利権の水利用を零にするようなことは不

可能だから，何らかの水使用が後発の人々にも与えられるわけであるが，それは安全

率の高く不自由の少なかった先発の人々の水をそれだけ減少することによって成立す

るものである。

もしかりに，一律平等に配水されたとすれば，上述の数値例のように， 1人1日当

り501となる。だがこの 50Jについては，後発の40万人にとっては，無いはずのも

のが50lも得られたのであり，先発の20万人にと っては， 40万人の流入がない時には

150 1もあったものが 50Jに減じたということである。

このような事態をふまえる時，ダム，さらには広域導水によって， 10年に 1回程度

の渇水の増強ができるならば，人口，産業を際限なく場やしてよいとし、う論理はでて

こないて・あろう。通常年における水利用計画での人口，産業の増加は，必ず異常渇水

時における 1人当りの給水量を減ずることに作用するのである。渇水自流量は，その

地域の生存にかかわる水であることは既に述べた。その水を，後発の通常年向き水利

開発によって減らすことを，当然とする論理はないであろう。

河川の渇水自流量は，その地域の人々の生存権にかかわる水である。他方，その地

域以外に住む人々が，その地域に住む居住の自由も認められている。生存権も居住の

自由も，共に基本的人権に属するものであり，尊重されなければならなし、。しかし，

ぎりぎりのところで対立することが起こり得る。その場合，居住の自由にはなお選択

の可能性がたくさん残されているのであるから，生存権にかかわる水を侵すような地

域選択を避ける賢明さが社会のルールとしてあってよいだろう。

この論文で，異常渇水時を代表する再現期間，流量を指摘することはできない。そ

れは多くの人々の議論を経ないと定めることはできないであろう。しかしそれらが定
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まれば，その流域の許容限度が社会的に公認されてくるであろう。それを河川水利計

画に採り入れることが必要なように思われる。これは狭義の河川水利計画のレヘノレを

越えるものであり，国土計画のカテゴリーに寓するものと考えられるが，人口，産業

の集中傾向が強い今日の時代においては，河川水利計画においても，採り上げること

が責任となっているように思われるのである，，

昭和52年に制定された第三次全国総合開発汁画は，周知のように，定住圏構想を中

心的課題とし，その基本的圏域のーっとして流域定住圏をとり上げた。以後，その概

念について様々の角度からの議論がなされているが，流域の管理，環境の保全，上下

流問題等から論ぜられることが多いように見受けられる。確かにそのような観点から

の議論が必要であるが，流域圏を規定する基本的なものはやはり渇水であろう。

これまでの議論が渇水を無視したものでは決してないが， 10年に1回程度の渇水を

基準にした通常年に関心の多くが向けられ，異常渇水時については，特殊例外の問題

とされるきらいがあったように思われる。しかし，異常渇水時こそ，流域圏をするど

く規定する基本的概念であるように私には思われるのである。近年における各地の異

常渇水問題は，そのことを人々に教えているのではないだろうか。今や，異常渇水時

を，国土計画，河川水利計画の座に正当にすえるべき秋がきたのである。

補遺

異常渇水にしっかりと対応できる水利用形態を考えると，次の3条件が揃うことで

あるように思われる。

Ill 流域の許容限度が水利用に採り入れられること。

(2) 平地での繰返し水利用を行なうシステムが整備されること。

(3）共同体的水利用となること。

河川自流量利用の農業用水では，それに近い状態のものがあったといえるであろ

う。ただしその時代の水利用は，当時の技術段階および河川が舟運に利用されていた

こと等のために，大河川の本川利用には余り進まず， 主と して支流または小河川利用

であった。

今日の水利用は大河川中心である。したがって，地域の規模も，人々の連帯感を越

えて拡がっており，共同体的水利用への展望は容易なものではない。

しかし，水利用技術の高度化，システム化が進み，繰り返し水利用のシステムが，

地域をおおう時，共同体的水利用の組織的整備も並行して可能となっていくであろ

う。

これらの建設が21世紀水利用に向けての課題といえようが，そのためには相当の投

資が不可欠となる。むしろそれが事態を進めると鍵もいえよう。水の経済財化を基礎

にして，水利用の社会資本形成をうながす施策が充分に用意される必要があるのであ
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る。

3条件が揃った時，今日の水利権，水利制度は止揚され，総合的な水利用の秩序が

生まれると考えられる。
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