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1.農 業水利と経済学

日本の農業水利は,従来経済学的研究の対象と

されることが稀であった。すくなくとも,現象的

にはそうみえるはずである。その理由はどこにあ

ったのであろうか。

もちろん,経済学的研究がまったくなかったわ

けではない。たとえば,つぎの諸労作は,経済理

論によって農業水利を解明しょうとこころみた研

究のす ぐれた成果であるといってさしつかえない

であろう。新沢嘉芽統『農業剰余価値形態論』
1),

佐藤武夫『水の経済学』
2),永田恵十郎『 日本農業

の水利構造』
3), 

安井正巳『水の経済学』
4), そし

て,志村博康『現代農業水利と水資源』
5)な どで

ある。このほかにも,農業水利論ないし水資源論

にかんする多 くの著作が存在しているが,経済学

とのかかわりで,鮮明に問題を提出しているとい

う意味で,こ れ らの著作を代表的な成果としてと

りあげることができるのである。つぎに,これら

の著作の論旨が,どのような経済理論的特徴をも

っているかを,ご く簡単に整理しておくこととし

たい。

新沢『農業剰余価値形態論』は,土地改良およ

び農業水利の経済原理的研究において,も っとも

先駆的な労作である。その理論的枠組みは,マル

クスの地代論に依拠 した「土地資本論」であり,

土地にたいして投下され,土地に合体 した固定資

本 としての「土地資本」の性格を原理的に究明し

ようとするものであった。このような研究は,第

2次大戦前,あ るいは第 2次大戦後の初期におい

て,他にまったくみられないものであった。それ
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までのマルクス地代論の研究 の基 調 は,い わば

「解釈学」としての一般的・抽象的研究であり,

とりわけ,差額地代の源泉はなにかという点に関

心が集中していたのである。新沢もこの点に一つ

の問題意識をもっていたことはたしかでぁるが,

かれはやはり農業工学者として,「土地改良」や

「農業水利」を経済学的にどうとらえるかという

点に最大の関心を抱きながら,こ の本を執筆した

ように解することができる。かれは,土地改良投

資,し たがってそれによって形成された土地改良

施設
一

日本においてその中核は農業水利施設で

ある
一

の性格をどのようにとらえるべきかとい

う点を,ま ずマルクスの差額地代論によって解明

し,ついで開墾投資を絶対地代論の具体化として

も展開したのである。このこころみは,それまで

の地代論研究においてまったくみられなかったも

のであったと同時に,農業水利の研究にたいして

経済理論的方法を原理的に導入するうえで,画期

的な 成果で あったということができる。玉 城 哲

『風土の経済学』
6)に

収められた土地資本の研究

も,こ の新沢理論によって触発されたものであっ

た。というより,む しろ追随したものであったと

いうべきかもしれない。

佐藤武夫『水の経済学』は,新沢の研究とやや

趣を異にしている。この本は,日 本の水問題が,

「電源開発」から「水資源開発」に移行する時代

を背景にして,「水の政治経済学」を確立しょう

という意図をもって執筆されたものであった。す

くなくとも,私の理解によればそうである。ダム

建設が,水没住民にとってはどういう意味をもつ

かという問題点の指摘などに重点をおいた本書の
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構成は「新書」という制約のもとに書かれたもの

であったにせよ,「水資源論」において忘れられ

ていた側面を明らかにした。あえて「水の政治経

済学」的研究として性格づけるゆえんである。現

代にいたって,佐藤が指摘したダムとそれによる

水没にかかわる問題は,あ らためて重要な経済学

の課題として登場 してきているの で あ る。やは

り,そ の点で,佐藤の業績は先駆的であったとい

わなければならない。

だが,佐藤の著書は,農業水利の現実をどのよ

うに解するかという点からいえば,き わめて不十

分であった。不十分であったというより,ほ とん

ど理論的に新 しい視野をしめさなかったといって

さしつかえない。その弱点を克服するかのように

あらわれたのが,永田恵十郎『 日本農業の水利構

造』であった。

永田の著書の特徴は,精緻な地域調査にもとづ

く農業水利構造の変容過程の実証にあった。その

視点は,共同体的ないし集団的な水利用構造が,

高度成長過程においていかに変化するかという点

にあり,そ れをかれは「個別的水利用」の成立過

程としてとらえたのである。この視点は,それま

での静態的ともいえる農業水利研究に大きなイン

パ クトを与え, 日本の農業水利の実証的研究に決

定的に影響を与えることになったと評価すること

ができる。

だが,理論視点からいえば,永田の研究が,い

ちじるしく「 ミクロ」に片寄っていたという事実

も否定できない。「農業経営」の分析を重点にす

ることによって
一 あるいは重点とせざるをえな

い情況にかれがいたことによって
一

かれは経済

原理的に日本の農業水利をとらえ直すという点に

ついては,新 しい 挑戦を することが できなかっ

た。そして,同時に,「個別的水利用」の成立過

程が,実は日本の急速な産 業 化 過 程の現象であ

り,それが日本の農業にとっていかなる積極的,

消極的意味をもっているかという点についての評

価は, この研究において十分にしめされることが

なかった。高度成長ないし産業化過程のさなかに

おいて行なわれた研究の限界であったというべき

かもしれない。

安井正巳の『水の経済学』は, これ とちがっ

て,正面から原理的に水問題をとらえ直そうとし

たものである。その理論的方法は, 日本の農業水

利研究においてかつてなかった新古典派的ミクロ

経済学の理論であった。かれは,水資源の最適配

分を「パレー ト最適」原理によって成立しうるも

のと考え,日 本の水問題もこれによって理解でき

るものとしたのである。かれは, 日本の農業水利

も,原則的にはこの経済原理によって律せられる

ものと理解した。あるいは,理解 しょうとした。

用水慣行など経済合理主義とは無縁なもののよう

に思われていた農業水利について,経済学の原則

がいかに貫徹しているかを論証 しょうとしたここ

ろみとして,こ れほど大胆なものはなかったとい

うことができる。

興味ふかいことは,こ の安井の研究が,さ きに

しめしたマルクス経済理論の立場から先駆的な研

究を行なった新沢嘉芽統の指導のもとにすすめら

れたということである。この点は,なかなか意味

深長であろうが,永田恵十郎とちがって,両者が

いずれも強い “原理志向"を もっていたことをし

めしていると理解することもできる。永田が経済

理論に関心がなかったというわけではないが,か

れはむしろ現実への強い関心に基礎をおいて,そ

れをどのようにとらえるかという “現実志向"に

重きをおいていたようである。この違いは,おそ

らく,かれらが置かれた情況とパーソナリティー

の違いに帰着することなのであろうが,新沢と安

井は農業水利の原理的理解へとむかい,永田はそ

の日本的構造の現実的理解へとす す ん だ のであ

る。

志村博康『現代農業水利と水資源』は,以上の

研究成果といくぶん性格を異に して い る。かれ

は,専門の農業工学の立場をまった くはなれるこ

とな く,しかも事実上,農業水利の経済学的理解

の領域に入ってゆ くのである。かれの注目すべき

主要な論点は,水資源の開発コス トの変化と,そ

れにもとづく水資源の配分構造にかんするもので

あった。時代の情況の変化を,かれは敏感にうけ
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とめたのである。

志村の研究の最大の成果は,「差額原水コス ト」

という概念を開発 した点にあるといってよい。こ

れは,工学的意味での水資源開発の進行過程につ

いての解釈に立脚している。すなわち,河川の水

資源開発の進行について,「限界概念」を導入 し,

そのコス トが必然的に上昇せざるをえない点に着

目して,「原水コス ト」の上昇を論証しながら,

そこに「原水市場」成立の可能性をしめしたので

ある。これによって,開発がすすめ ば す す むほ

ど,古い開発の農業水利と新 しい開発の都市用水

とのあいだに「差額原水コス ト」が発生するとい

うのが,志村説のもつとも興味ふかい論点であっ

た。

別の機会にふれたから7), この論点にここで深

入 りすることは避けたいと思う。だが,経済学の

立場から,志村説の客観的性格をどのように評価

すべきかという点に,一言ふれておきたい。

かれの議論の重要 な 前 提 は,市場 メカニズム

が,水資源の配分につよく作用するだろうという

点である。かれは,こ れを「理論」としていって

いるのではな く,「事実」として把握している。

しかし,よ く考えてみれば,こ のような把握の理

論的表現は,安井が行なった「パレー ト最適」に

おけるミクロ経済学的発想だったといってよいで

あうろ。「限界概念」の導入は,新古典派的 ミク

ロ理論に直ちになじむ傾向をもってい るの で あ

り,たぶん志村はまったく意図することなく,安

井理論を立脚点としたとみることができるのであ

る。安井が投じた一石は,け っして無駄ではなか

った。

だが,それと同時に,志 村 理 論 がもっている

「差額」概念に注目しなければならない。はっき

りいえば,こ の差額概念の発想は,「差額地代」

概念の適用だと解することができるのである。開

発の進行にともなう「原水コス ト」の差額への着

目は,こ の差額地代概念ときりはなすことができ

ないというのが,私の解釈である。そして,こ の

差額地代概念のたくみな導入は,あ る意味で新沢

理論への回帰を意味していた。志村説が新沢理論

とまった く同一であるとはいえないが,水資源開

発の現実を抽象した志 村 理 論 が,結局「差額地

代」概念に依拠しようとした点について,新沢説

への回帰の道筋がまったくなかったとはいいきれ

ないであろう。すくな くとも,客観的にはそうい

わざるをえない。

このように解するならば,志村理論は新沢理論

と安井理論の両者の総合を意図したものとみるこ

とができるかもしれない。そして,新沢理論と安

井理論がともにもっていた抽象性をこえることに

よって,志村理論はそのような「総合」に成功し

たといってもよいだろう。いずれにしても,志村

の研究成果は,水資源の開発と配分という視点か

ら,農業水利問題を経済学的にどう位置づけ直す

かという点について,画期的な問題提起を行なう

ことになったのである。

2.経済学と農業水利

以上に検討した業績は,常識的にいって「経済

学」とかかわりがあると目されているもののみで

ある。このほかに,す ぐれた農業水利の研究は数

多 く存在 している。だが,それらは,通常,経済

学とは無関係のものであり,工学,歴史学,地理

学,法学,社会学などの研究分野の業積だと理解

されている。

だが,は たしてそうなのだろうか。

実のところ,こ の点について私ははなはだしく

疑間を抱いている。この疑間は,二重の内容をも

っている。一つは,すでにあげたような研究方法

だけが「経済学」的なものであうろかという疑間

であり, もう一つは, もしそうだとすれば,そ も

そも「経済学」とはそれでよいのだろうかという

疑間である。ここでは,主として前者の疑間をや

やくわしく述べてみたい。

すでにとりあげた農業水利論の業績が,経済学

と多少なりともかかわりがあると目されるゆえん

は,「資本」と「市場」に関連した理論の展開な

いし実証分析が行なわれているからであうろ。新

沢理論,安井理論は原理的に「市場」を前提とし

て組みたてられているし,志村理論は水にかんす
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る「市場」の形成過程を理論的,実証的に論証し

ようとしているということができる。水田の研究

は,農業経営という立場にたち,水利用の主体を

個別の農業経営だとする設定を行なうことによっ

て,市場における「経済主体」の行動から農業水

利の構造的変化を問題にしたというふうに理解す

ることができる。

このように,「市場機構」が直接的ないし間接

的にどのように農業水利の構造に影 響 を 与 える

か,あ るいは水資源の配分を律するかという視点

からの研究は,き わめて重要である。この視点と

方法なしに,農業水利の研究を行なうことは,ほ
とんど不可能であるというのが,い ささか農業水

利の研究にかかわってきた私の感想である。その

点で,すでにあげたいくつかの研究業績は,いず

れもす ぐれた先駆的業績であったと評価しなけれ

ばならない。

だが,農業水利の経済学的研究がそれだけにつ

きるかといえば,そ うではないというのが率直な

私の意見である。「市場」の原理だけで農業水利

の日本的性格を体系的に理解することがはたして

できるのであろうか。もちろん,問題をこのよう

にたてれば,経済学が処理し分析しうる範囲はか

ぎられている ので あ り,農業水利の「諸側面」

は,い ろいろな学問領域でそれなりの分析が行な

われてよいであろうという反論がもどって くるに

ちがいない。だが私は,農業水利にかんしては,

「経済学」の立場から,別の研究があってもよい

と考えるのである。

おそらく,こ の問題は「経済学」とは何かとい

う点に帰着するであうろ。「市場」がもたらすで

あろう経済現象を分析することに経済学の課題と

領域を限定するならば,農業水利のいままでの多

くの現実は,ほ とんど研究の対象 に な らなかっ

た。たとえば,用水慣行とか慣行水利権などを,

経済学の理論的枠組みのなかに入れることは,ほ
とんど不可能だったといえるのである。だから,

正面から “水の経済理論"の構築に挑んだ安井理

論も,実のところ新古典派的理論を日本の水の現

実に「適用」する範囲をほとんど出ることができ

なかったのである。

この限界の一つの, しかも最大の理由は,「経

済学」をあまりにも狭 く理解していた点にあると

いうのが私の見解である。経済学を「市場経済制

度」の内在的法則だけを研究する学問に限定すれ

ば,農業水利を解明できる範囲は,い ちじるしく

かぎられてしまう。農業水利の現実は,そ のよう

な市場経済制度と異なる原理によっておおむね運

営されてきたからである。しかも,農業水利の現

実を知る研究者の努力は,そ のような「経済学」

とほとんど無縁な事実を調べることに集中されて

きた。農業水利研究は,そ こで,事実に即してす

すめればすすめるほど,「経済学」とは無縁のも

のとみ られることになったのである。だが,こ の

乖離のなかに,「経済学」とは何かという点,あ
るいは,従来の経済学の限界がどこにあったかを

考え直す手がかりを発見する機会がふ くまれてい

ると考えるのである。

結論を先どりしたようないい方をすれば,日本

の農業水利の運営方式のなかには,市場原理とは

異質の経済的実質がたぶんにふくまれているとい

うことができる。ただ,決定的な問題は,それら

の実質を「経済学」の対象と考えなかった,あ る

いは,「経済学」の対象とすることができなかっ

た経済学の側にあったというべきであろう。市場

原理と異なる現象,市場原理にそぐわ な い事実

は,すべて経済学的研究から排除 す る というの

が,い ままでの経済学者の基本的態度であり,手

法であった。そぐわない部分は,他の学問領域,

たとえば法社会学や歴史学,そ して地理学などに

押しだされたのである。押し出すことによって,

経済学は,日 本の現実理解の困難 な 部 分 につい

て,一種の免罪符を獲得 してきたということもで

きる。

経済学についてのこの限界をとりはらわなけれ

ばならないというのが,い ささか農業水利の現実

を観察 しつづけてきた私の意見である。市場経済

制度の理解からだけ,農業水利の歴史と現実をと

らえようとするところに根本的に無理があるとい

うべきなのである。農業水利の制度と運営は,し
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ばしば不合理なものとして評価され て き た。だ   この村落連合としての用水組合による用水支配

が,現実はそういいきれない事実を多様にふ くん  における原則は,き わめて自治的であって領主権

でいるのである。一般的にいえば,「経済学」を  力による直接的統制によるものではなかったとい

拡張しなければ,日 本の農業水利の現実を理解で  う点が重要である。この点は,宝月圭吾がつとに
きないと考えるのである。以下は,そのためのさ  指摘したところであって,「農村の自治的管理・

さやかなこころみである。            経営は,近世における灌漑支配の一般的形態」8)

3. 農業水利の経済原理的素描
         ::[泉 [ζ :聴 i:ξFは

'つ ぎの諸点に求め

日本の農業水利組織をみるとき,その経営に一   第 1に ,個々の村落自体が自治的性格をもって
つの大きな特徴がみとめられる。それは,可能な  ぃたとぃう点である。もちろん,幕藩期における
かぎり,貨幣的収支を排除して,実物循環的収支  村落は,完全に自立 した自治団体ではなかった。
に依存しようという傾向である。最近

"年
ほどの  村落は,領主権力の末端に位置する村役人によっ

あいだに, この特徴に大きな変化が生じてきたこ  て統制され,ま た五人組など相互監視機構を制度

とはたしかであるが,幕藩体制以来,近来にいた  的に強制されることによって,権力支配のもとに

るまで,長期間にわたってこのような傾向が維持  おかれた行政団体でもあった。だが,それにもか

されてきた事実は,お どろくべきことといわなけ  かわらず,村落は外部からの直接の介入をゆるさ

ればならない。「市場経済」のみが経済の唯一つ  ない百姓たちの自治団体でもあったのである。こ

の原理だと思いがちな私たちにとって,こ の事実  の村落の自治制を基盤として形成された村落連合

は,一つの教訓を与えてくれる。そこで,農業水  たる用水組合も,ま た自治を原則とせざるをえな

利経営における実物循環経済の特徴とその成立条  かったと解することができる。

件を考えておくことも,け っして無駄ではないで   第 2に,領主権力自体,用水統制を農村の自治

あろう。                    |こ 委ねた方が都合がよいと判断したと考えられる

(1)農業水利組織の形成             点である。これは,おそらく直接的な用水統制が

明治以後の近代日本がうけついだ農業水利組織  一種の行政責任の発生をもたらすことによって ,

は,お おむね,徳川幕藩体制期に形成された「用  支配権力と村落=農民との対抗関係が生ずること

水組合」を原型とするものであった。この用水組  を避けた結果であった。戦国期から幕藩前期にか

合は,すでに別の機会に述べたとおり,「村々組  けては,周知のように新田開発がさかんにすすめ

合」であって,一種の村落連合組織とみなされる  られ,高密度な水田地帯の形成がみられたのであ

ものであった。すなわち,個々の農民を構成 メン  るが,その結果,土地と水は資源としての稀少性

バーとする組合組織ではなく,村落を単位とする  をいちじるしく強める こ と に なった。そのため

組織だったのである。もちろん,最終的には個別   「水論」が多発 し,用水システム間,村落間の水

の農民経営が自己の水田に水を引 くというかぎり  の配分をめぐる緊張関係もたかまったのである。

では,水利用主体は農民経営であったといえるか  このような緊張状態 の も とで,領主権力が「水

もしれない。だが,村落における分散錯圃のもと  論」に直接介入 し,権力的統制を実施しようとす

では,個別の農民経営の水利用主体 としての独立  れば,かえって領主権力と用水団体=村落 =農民

性はきわめて弱 く,村落の集団的用水統制に依存  との敵対関係を誘発する危険があっただろうと考

することによってはじめて灌漑が可能であったも  えることができるのである。領主権力がまったく

のと考えられるのである。この「村々組合」的性  水論の裁定や用水慣行の形成と無関係であったと

格に,日 本の水利組織の基本的特徴が存在したと  はいえないが,こ れらに積極的に関与し,支配の

いってよいのである。              立場から制度化を行なったとはとうていいえない
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のである。む しろ,領主権力にとっては,水の配

分をめぐって村落社会が地域的に対抗しあい,緊

張関係を維持 しあっている方が,支配にとって都

合がよかったとさえいつてよいであろう。

このようにして,近世的用水団体は,水論を媒

介として,村落社会そのものが生みだした慣習法

的秩序である用水慣行を担う組 織 的主 体となっ

た。おそらく,日本のように濃密に水利秩序の慣

習法と用水組織がくまなく形成された社会は,世

界史においてもきわめて稀な例とみることができ

る。村落は, このような秩序と組織の網の目の中

に組みこまれることによって,相互対抗的かつ相

互依存的関係をもつことになったのである。日本

の村落が,たんなる孤立 し自己完結する村落共同

体でなくなったゆえんがここにあると理解すべき

であろう。日本の村落社会は,村落の相互媒介的

関係を内包することによって,閉鎮完結的である

と同時に,非自立的開放性をももつという複雑な

二面性をもつことになったのである。

明治以降の日本の近代化過程も,こ のような村

落社会の濃密な慣習法的秩序の体系を破壊するこ

とはできなかった。しか し, この近代化過程は ,

近代的成文法による新しい国家的制度化の過程を

推進するものであった。慣 習 法 的 制度化のうえ

に,近代法的制度化を行なうという二重化過程が

すすめられることになったのである。この制度的

二重構造は,相互排斥的であると同時に,相互浸

透的でもあるといった奇妙な異和と癒着の構造を

内包するものであった。それは,あ る意味では,

虚構と現実の相剋の過程であると同時に,虚構の

現実化および現実の虚構化の過程でもあったとい

うことができるのである。

(2)農業水利組織の経営

以上のような農業水利組織は,明治以後の近代

法的制度化過程において,い くつかの団体として

編成 されることなった。 支配的な形態は「普通

水利組合」であり,こ れは『水利組合条例』 (明

治23年)お よび『水利組合法』 (明治41年)に よっ

て根拠づけられた。このほか,町村制にもとづく

一部事務組合としての水利組合の存在もみとめら

れた。また,北海道については,土功組合制度が

『北海道土功組合法』 (明治35年)に よって確立さ

れた。

水利組合制度は,事実上,近世的用水組合を公

法人として権威づけるものであったが,内務省所

管行政であったことにみられるように,地方行政

の一部に位置づけられたのであり,農林行政の中

には入れられなかった。そこで『水利組合法』の

制定に対抗して, 農商務省は『耕地整理法』 (新

法,明治42年)を制定して,耕地整理組合制度を成

立させた。このため,普通水利組合は管理団体 ,

耕地整理組合は事業団体という分野調整が行なわ

れた。

町村制にもとづく一部事務組合としての水利組

合は,町村事務の一部に属するものであるから,

まったく地方行政の中に包含され る もの であっ

た。普通水利組合制度が確 立 した にもかかわら

ず,普通水利組合を設立せず,一部事務組合とし

ての水利組合をなぜ設立したかという事情は,か

ならず しも明らかでない。このような例は,岡山

県,島根県,福岡県など特定 の県 に集中してお

り,い まのところ,そ の理由も明らかにされてい

ない。これは,地方行政制度の確立期における各

県の方針によって左右されたものであろうと思わ

れるが,今後の研究課題である。

北海道の土功組合制度は,新 しい開拓地であっ

たため,村落連合的用水組合の伝統がなく,新 し

い組織をつくりださなければならなかったばかり

でなく,開拓を促進するために当初から国庫補助

金を流 しこむための組織体を必要とした結果であ

る。これ らの水利団体は,第 2次大戦後,『土地

改良法』 (昭和24年)の制定にともない,「土地改

良区」一本に組織がえされることになった。ただ

し,一部事務組合としての水利組合は,な お『地

方自治法』 (昭和22年)に もとづいて存続した。こ

の種の組合のごく一部が,土地改良区に組織がえ

されるにとどまったのである。

このように,水利組織の近代的制度化が行なわ

れたが, このほかにこの制度とまったくかかわり

のない水利組織が多数存在し,いまも存在してい
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ることに注意を払わなければ な ら な い。これら  質のものではないのである。もちろん,用水慣行

は,法にもとづく人格をもたない任意の団体であ  がまったく変化 しないわけではない。水利システ

リ,村落規模ないしいくつかの村落連合規模で組  ム全体の施設構造の変化,用水供給量の大きな変

織されているものである。近世的水利組織の性格  化,地域農業の技術的・経営的構造の大きな変化

をもつともよくのこしてぃるのが,こ れらの任意  などが生じたとき,やはり用水慣行にも変化が生

団体としての用水組合で あるということが で き  ずることがある。だが重要なことは,用水慣行の

る。                      変化が,ま ったく質的に異なった用水配分原理へ

それと同時に, これ らの任意の用水団体と法的  の転換を意味するものではなく,あ くまで慣習法

に制度化された水利団体とまったく異質だとはい  的秩序の修正にすぎないという点である。

えないという点が重要である。法的人格をもつに   第 2に ,水利団体の経営にさいして,「実物経

いたった水利組合は,多 くの場合,大規模な水利  済」の原理が重視されるということである。これ

施設をもち,広域の用排水にかかわるものである  は,農業水利における水が「市場財」ではなく。

が,それらは単一の組織体に編成されているよう  したがって貨幣の媒介よって「交換」される財で

にみえながら,実は重層的な組織構成をもってぃ  ないという事実に対応するものである。水は貨幣

るのである。大勢の傾向としていえば,水源施設  的費用に おいて 生産され, 市場機構に もとづい

(頭首工,樋門,井堰など)と 幹線水路 などを管理  て配分されるものではなく,やはり「実物」なの

するだけであって, しばしば,支線水路について  である。このような実物循環的経済を原則として

は任意の用水組合的組織がつくられており,ま た  経営される農業水利組織の場合,そ の「費用」の

最終的には集落が小用排水路の管理を実施してぃ  調達も実物によって行われざるをえない。現物に

るのである。これ らの組織は,法人としての普通  よる資材の調達や,無償の共同労働が,農業水利

水利組合や土地改良区の実質的な「機構」であり  の経営の原則的方法なのである。この原則は,村
なが ら,独立の任意団体である用水組合や村落と  落においてもっとも忠実に継承され,「夫役」と

まったく同質の存在なのである。法的制度化とい  か「公役」と称される用排水路の維持管理作業が

う形式において異なっているにもかかわらず,基  つづけられてきた。近代法による制度化も, この

本的には両者を同質のものとして検討することが  現実を無視することはできなかった。『水利組合

できるのである。                法』も『土地改良法』も,「費用」ないし「金銭」

そこで,両者に共通 している運営方式あるいは  を関係する「土地」にたいして賦課徴収すること

原理を,やや抽象的に一般化してみれば,つ ぎの  ができる旨規定 しているが,同時に,「夫役現品」

ようなことになる。               を賦課することができることをもさだめているの

第 1に ,水の配分調整にさいして,水は「市場  である。夫役とは幕藩時代に出来す る もの であ

財」として扱われず,ま さしく「実物」の水とし  り,夫銭,夫米とならんで権力者が正租とは別に

て扱われる。したがって,その配分の社会的形式  臨時に農民に賦課する形式の一つであり,村落は

は,「契約関係」や「交換関係」ではなく,原則  連帯責任によってこれに応じたものである。幕藩

として伝統的な慣習的秩序である。いわゆる「用  権力の支配がなくなった後も,村落の自治的共同

水慣行」である。この用水慣行は,一見 したとこ  労働態勢のなかに,こ の「夫役」という用語と形

ろ「契約関係」のようにみえるかもしれないが,  式がのこったのである。

やはり,通常の意味での契約とは違っている。こ   このような実物経済的な水利組 織 の 経 営方式

の用水慣行は,地域と地域との力関係の均衡を儀  は,い ままでたえず非合理なものと考えられてき

礼的過程を媒介として制度化したものであり,情  た。そこでまた,経済学的研究の対象から排除さ

況の変化によって簡単に「改訂」されるような性  れつづけてきたのである。すでに述べたように,
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市場経済原理に合致するものだけが合理的なもの

として評価されるという見方からすれば,そ うな

らざるをえなかったのである。しかし, これも一

つの「経営方式」であり,経済的な内容をふ くん

でいたと理解しなければならないのである。

(3)農業経営と農業水利

だが,以上のような農業水利の経済原理は,個

々の私的な農業経営の原理と衝突せざるをえない

であろう。個々の農業経営は,一般的にいって ,

私有財産制度を前提とした私的営利の原則に立脚

して行動すると考えられるからである。このよう

な矛盾は,いかに解決されたのであろうか。
: 

個々の農業経営は,抽象的にいえば, 自立的な

「経済人」であり,市場経済的意味での合理主義

的な動機と判断を行なう主体のはずである。一般

的には, この原則を 否定するつもりはない。 だ

が, 日本農業の歴史と現実を念頭におくとき:こ

のような一般的,抽象的認識だけではきわめて不

完全である。日本の農民経営は,それほど単純な

存在ではなく,複雑な動機と行動様式をもった存

在だったと考えなければならないのである。きわ

めて困難なことであるが,これをいくぶん分析的

に整理してみれば,以下のとおりである。

第 1に ,日 本の水田農業においては,水という

資源を経営の内部要素化するにさいして,「地域」

iを媒介にしなければならないということである。

このことは,ど こでもみられる当然の事実である

|よ うにみえるかもしれない。だが, 日本の場合,

すでに述べたように,農業用水システムは地域の

共同利用施設として設置されており,ま た,こ の

システムを物的基盤として濃密な慣習法的な水資

源配分秩序が形成されていた。これからまったく

独立して,個々の農業経営が灌漑用水を内部資源

化することは不可能だったのである。日本以外の

灌漑農業地域においても,似たような事情が存在

しなかったわけではないが,日 本においては, こ

のような構造は決定的な意味をもったのである。

第 2に ,こ のような「媒介」にとって直接的な

意味をもったのは,村落であったということであ

る。そこで,個々の農家は,村落に所属すること

によってのみ,`は じめて水という資源を経営の内

部要素化することができるという立場にたたされ

ることになった。村落の一員であることをやめた

場合,「水利」から排除されてしまう可能性があ

ったといってよいのである。「経済主体」として

の個々の農業経営が,地域社会としての村落に運

命的に帰属しなければならなかったわけである。

村落は,個々の農業者の人格のなかに内面化され

ていたというべきなのであり,個 々の農業経営が

水資源をいかに内部要素化するかというまえに,

まず「むら」として水をどのように獲得するかと

いうことに関心をもたざるをえな か った のであ

る。「経営」が,「む ら的人格」によってになわ

れていたわけである。

第 3に ,水利用主体である個々の農業経営は,

組織的にみれば「 いえ」であったということであ

る。「いえ」としての農家経営は,一般的にいえ

ば「生業」の原理のもとに存在しており,市場経

済的合理性に合致 しなくても,そ の永続性を追求

するところに特徴がある。それは,たんに「生計

原理」に立脚して行動するだけでな く,「いえ」

そのものを永続させょうという強い動機を内在し

ているのである。そ して,その「いえ」は,単独

に自立して存在しているのではな く,同族集団の

一員であるとともに,地縁集団としての「むら」

の一員であることによって存在を裏づけられてい

るのである。

このようにして,農家経営は私的な生産主体と

して,「営利」の動機とまったく無関係な存在で

はなかったが, それは「いえ」と「む ら」という

非市場社会的な共同集団のなかに埋めこまれ,そ

れだけが単独に働 らくことはなかったと考えられ

るのである。それは,しばしば「いえ」の永続へ

の期待や,「む ら」の集団利益の追求とむすびつ

き,そ のような姿をとって表現されたとみること

もできる。一種の動機の置換が生じるのである。

私的な営利目標が単独で十分に達成されない情況

のもとで,その動機は集団への帰属意識を媒介に

して,集団利益の追求動機へと置換されるわけで

ある。たとえば,水争いにさいして,農民はしば
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しば “命をかけて"相手とわたりあう。この場合  増にもとづいて,「資源」としての重要性をいち

個々の農民は水が来なければ自分の田がつ くれな  じるしく強めた。ここに,資源の最適配分にたい

いという私的な動機を 内在させて いるので ある  する市場経済的原理が働かざるをえない情況が生
が,それが無意識のうちに置換されて,む らを救  まれてきたのである。単純に,実物視点からだけ
うためという自己ぎせいの行動に転化するのであ  で農業水利を理解することはできなくなったとい
る。                      わざるをえないのである。

もちろん, このような農民の動機と行動は,そ   しかし,ま た,だからといって,水が完全な市
の経営の「市場」への参入の程度が小さく, 自足  場財になるということも,と うていおこりえない

的な実物循環経済への依存度が大きいという事情  だろうとも思われる。地域的に偏在する「地域資
のもとで典型的にしめされるものであろう。農業  源」としての水は,一般の市場財のように自由に

生産が実物としての土地,水,その他の地域内資  流通しえず, したがって,市場において形成 され

源に大 きく依存することによって成立している場  る価格をつうじての最適配分を,現実に達成しう

合,それらの資源をいかに生産要素として内部化  るものとは考えられないか らである。また制度的

するかという点が,農民の動機を支配するもっと  にいっても,水の最大の供給源であ る河 川 は,

も重要な客観的前提だったのである。       「公水」として公共的管理のもとに お か れてお

したがって,ま た,農民経営が変化し,市場と  り,自 由な市場財とする基本的な制約がある。 ―

の接触の度合いをふかめ,生産要素を自立 して市   そこで,問題は実物的視点と経済財的視点とを

場に求め,それへの依存度がたか ま って ゆ くと  どのように総合してゆくかといぅ点にあると考え

き,以上のような諸関係は,その成立の根拠をし  るべきであろう。農業水利の広義の経済学的研究

だいに奪われることになる。とりわけ,実物循環  の課題がここにある。

経済の推進力である無償の自己労働が,貨幣的報

酬をうる外部化した労働とたえず比較することの   注

できる情況が発生すると, この関係は根底におい    1)新 沢嘉芽統『農業剰余価値形態論』 (東京大学

て脅かされることになるのである。この20年 ほど    出版会,1954年 )。

の産業化の浸透過程において生じた現実がそうで   2)佐 藤武夫『水の経済学』(岩波書店,岩波新書,

あった。 日本の農業水利の全構造も,「市場」の    1965年)。

影響のもとに,大 きな変容をはじめているのであ   3)永 田恵十郎『日本農業の水利構造』(岩波書店,
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水利が,ま ったく市場経
 4)υ ll:渾1巳『水の経済学』 (日 本経済新聞社,

済原望だけで完全に支配されることになるかどう    ●̂__ルヽ

かは,今後の問題である°               5)志 村博康『現代農業水利と水資源』 (東京大学

おわりに                      出版会,1977年 )。

6)玉城哲『風土の経済学』(新評論,1976年 )。

日本の農業水利は,い ま大きな変容の時代に入   7)玉 城哲『水の思想』 (論創社,1978年),lЮ～
っている。それは,あ るいは,すでに述べたよう    196ペ ージ。
な「虚構の現実化」過程の最終局面を意味してい   8)宝 月圭吾『中世灌漑史 の研究』 (目 黒書店,

るのかもしれない。「水」も都市用水の需要の激    1950年 )3田～9ページ。
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