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コロンビア水法

山口智

榎晃秀ト

訳者まえがき

南米コロンヒアの水法は， FAO（国連食糧農業機関）が UNDP（国連開発計画）

と共同して作成した天然資源と人間環境に関する総合的な模範法典をコロンビア政府

が受け入れ， 1974年に 「回復可能天然資源及び環境保全に関する法典」として制定し

たことにより，極めて理想的な体系を有する資源 ー環境総合立法に基礎を置く形とな

っており ，世界から注目を集めている（詳しくは金津良雄ー三本木健治 ：「水法論」

p. 231以下及び三本木健治 「比較水法論集」 p 134以下参照）。

ただ，コロンビアの場合，国連機関によって作成された模範法典を受容したため，

法典自体の理論的水準は世界最高といえるものであるが その行政レヘノレにおける施

行状況はその理論水準に遠く及ばない状態であり，同法典を所管する INDERENA 

（回復可能天然資源開発庁）も弱体である。

従って，この実態面と制度面との訴離を少しずつ狭めてレ くことが，今後の大きな

課題である。

FAOは， 1950年以来世界の水法制及び水管運行政に関する種々の文献を公刊して

おり，南米についても 1980年にアルゼンチン，ポリビア，ブラジル，コロ ンヒア，チ

リ，エクアドノレ，仏領ギアナ，カイアナ，パラグアイ，ベルー，ウ ルグアイ及びベネ

スエラにつレての国別研究をまとめた「南米諸国の水法制（LA LEGISLACION 

DEL AGUA EN LOS PAISES DE LA AMERICA DEL SUR）」 を刊行している。

本稿は，同書の中のコロンビア水法に関する部分を訳出 したものであり ，日本の水

法研究において先導的役割を果たしている上記二書（「水法論」及び「比較水法論集」）

をわす’かにせよ補完する役割lを受け持てればと考える。その意味におし、ても，上記二

書の関係部分を是非御参照願いたい。

また，読者の理解の一助として付言すると，コロンヒアの法令形式はフランス法の

影響を強く受けており，法律 Oey）のほか，法命令 （decreto-ley又は deere to 

legislativo）と L、う形式が存在する。このうち decreto・leyは，フランス法の decret-loi
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に相当するもので本来法律によって定めるべき事項について定める ことにつき国会の

授権を得た命令であり，単に法律を補完するための命令である大統領令 （decreto)

と異なる。また， decretolegislativoは戒厳令下において大統領が定める命令であり，

法律と同等の効力をもっ。また，法典 （c6digo）は基本的な法令に付される名称であ

り，法律の形をと る場合もあれば法命令又は大統領令の形をとるこ ともある。

最後に，本訳出に快諾を与えて下さ った FAOに深謝申し上げる。

第 1：章序

コロンビアは南米大陸の北西部隅に位置し，領土内の水資源は太平洋，カリプ海並

びにオリノコ川とアマゾン川の両流域に流下している。

海岸地妓は湿潤，低平，肥沃かつ熱帯性である。 また国土中央部は山地で，かつ，

火山が多く，パスト地方から 3本に分岐するアンデス山脈が縦に走っており ，その聞

をぬってコロン ビアで最も長いマグダレナ川及びカウカ川が流下している。このうち

前者はカリ ブ海の河口 まで航行可能であり，また後者もその一部において航行可能と

なっている。

自然の草原と一部熱帯密林に覆われた東部リセノ ス地域は極めて多雨である。一般

的に国土全滅において雨が多く湿潤であり，太平洋岸地方の年間降雨は6,000ミリ に

も達する他， 最も乾燥したグアヒラ半島ですら約600ミリである。しかしながら，一

方で潅概施設は約30万ヘクタールに及んでL、る。

水力発電ポテンシャノレは今のところその一部が利用されているに過ぎない。また，

主要都市において漸次進展しつつある各種産業が生み出す廃棄物は水質問題をひき起

こしてレる。

コロ ンビアは伝統的に農牧業と鉱業と石油の国である。

1968年末の人口は約2,650万人と推計されており，また国土面積は113万8,914平方

キロに及んでL、るけ。

現在のコロンビアの領土は，スベインにより値民地化された後，その支配に対して

18世紀末から独立のための武装蜂起がなされた結果成立した。 1810年には新政府の執

行部〔Junta）が開かれ，同年その独立が宣言されたが，その独立を確たるものにす

るには数多くの激しい戦いがあったのである （訳者注 原文では，独立宣言は1813年

に行われたとなっているが，1810年が政府公式見解となっている）。

La Gran Colombia (La Republica de Gran Colombia大コロ ンピア共和国）は現在の

エクアドル及びベネスエラを含んでいたが，これらは1830年に分離した。また今世紀

の初めには，パナ 7 が独立国家として分離している。
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第2章現行水法制

主要な水に関する法令は以下のとおり。

(I) 1886年憲法

同憲法は， 1947年及び1957年の修正並びに1957年10月4日及び同月 7日付け法命令

(decreto legislativo）による修正を受けてレる。同憲法は， 水に関する特別の規定は

もたないが，コロンビアの法制度の頂点に位置するものである。

(2) 回復可能天然資源及び環境保全に関する法典 （ElC6digo nacional de recursos 

naturales renovabl白 yde protecci6n al rnedio arnbiente，略称C R.N.) 

同法典は， 1974年12月18日付け大統領令（decreto）第28日号の形て制定された も

のであり，水に関する事項全般について定めるとともに，回復可能天然資源及び環境

に関する事項について包括的に定めている2）。

(3) 1873年 5月26日付け民法典

同法典は，水の所有権 （第677条及び第678条），分水路 （第687条），既得権 （第684

条），漁業権 （第690条及び第691条），寄洲（aluvi6n)（第719条～第723条）及び地役

権 （第891条～第898条）について定めている。

(4) 刑法典 （4月24日付け法律第95号）

同法典は，毒物の投与 （第265条），水の窃取 （第423条）， 水工作物の損壊及び溢水

行為 （第254条）を禁じている。

(5) 鉱業法典 （1954年 6月8日付け大統領令第1779号）

同法典は，継続的に航行の用に供せられている河川及び水力利用地域における鉱山

の探査・開発 （第10条 c項及びd項），寄洲の開発（第32条），水路ー水道及び貯水池

の保護区域内，貯水池その他の水工作物の区域内における探査活動 （第34条c項），

鉱山利用 （第172条～第184条）及び地役権の設定（第191条及び第193条）を禁じてし、

る。

(6) 1928年11月21日付け法律第113号

同法は水の水力発電利用について定めている（第 3条～第 7条，第 9条及び第11

条）。
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(7) 1954年10月22日付け命令第3110号， 1959年 5月25日付け法律第25号及び1960年

6月18日付け大統領令第1707号

同法令は，パジェ テソレ ・カウカ地域公社の設置及び組織について定めている。

(8) 1961年 1月31日付け法律

同法は，ボゴタ盆地，ウλテ・チキ ンキラ渓谷開発公社の設置について定めてい

る。

第3章水資源の所有権又はその他の法律的地位

すべての水は，公所有権に属するものであり，譲渡できず，時効の対象とならない

が，法律の定めるところに従い取得された私的権利を害する ことはできな~ ,3）。

また，以下のものは国家財産であり，譲渡できず，時効の対象とならない。

河床文は自然の流床

天然の貯留水の敷地

海浜，河川敷及び湖沼の浜

河川及び湖の高水敷の縁辺線から幅員 30mの区域

氷雪に覆われた地核及び氷河の河床

地下水の帯水層及び貯留層的

また，国家は，第三者によって取得された権利を害することがないかぎり，以下の

所有権を留保する。

河岸湖岸等の斜面的

水と斜面との組合せによ り発生するエネルギー，但し，この場合，水は，他の使

用のために譲渡され又は他の使用に影響を及ぼすことがある九

地熱資源7)

第4章水使用権又は水に関する権利

(1）取得方法

水は以下の形で使用することができる。

i）法律の規定によるもの

全ての者は，第三者に損害を及ぼすことなく，その基本的必要性すなわちその

家族や家畜のために公共の水を使用する権利を有する8）。

この形の水使用は，分水したり，機器を用いたり，流水の方向を変更したり，

流水を止めたり，河床や河岸を損傷したり，第三者の使用を不可能にするような

形で水を貯留若しくは汚染してはならない九

私水は家事用にのみ使用することができる 10）。
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土地の所有者，占有者又は使用者は， 当該土地内に流入する水又は当該土地内

に貯留する水を利用でき，また，第三者に害を及ぼすことなく，当該土地の区域

内に水を管理，貯留するための適当な施設を設けるこ とができる川。

「回復可能天然、資源及び環境保全に関する法典」の施行前からの権原に基づく

水の所有者は，社会的機能を果たすように当該権利を行使しなければならない山。

鉱山開発の特許を有する者は，地下作業の結果生じた水について権利を有す

る13）。

ii）許可によるものI<)

iii）特許によるもの山

iv）水利用者の団体によるもの16)

v）認可によるもの17)

(2) 水利用の認可，許可及び特許

「回復可能天然資源及び環境保全に関する法典」は，次の場合に認可を必要として

いる。

i ）水を他流妓へ移動させ， 又はひとつの流敏から派生する各種サービスを使用す

るとき （例えば，水力により得られた電力の供給を流妓外において行うような場

合）18) 

ii）河岸及び河床を占有又は開発するとき（次の（3）参照）

また，最大10年を限度として，一定量の水19）を使用するための独占的許可を得

るこ とができる則。

特許は次のような性格を有する。

i）土地文は産業の所有者及び占有者並びに単なる使用者も特許を申請する ことが

できる21)0 

ii ）特許は以下の条件を満足しなければならない。

土地の登録を了していること22），特許を受ける業務のために必要な水工作物に

関する認可23），水の利用可能性と特許の目的とな っている利用の必要性M ，水の

保全と公共利益増進と社会的利益の確保という 使用 目的の達成のために予め課さ

れる形式叩，行政庁が公共の利益のための特別の理由により課す修正26），及び流

水の配分又は分水に関しレかなる時点においてもなされる一般的規則の制定27)。

tii）特許期間は，自然の状態及び特許に係る経済的活動期間並びに当該開発が経済

的に利益を有し，かつ，社会的に貢献するために十分な期間にわたり水利用の特

許を与える必要性を考慮しつつ定められる28）。

iv）行政庁の同意に基づき，特許権の全部又は一部を他に譲渡することができる問。
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(3) 流水の敷地，河川敷及び河床の開発及び占有

河床は，流水の使用の場合と同様自由に一時的に使用することができる（本章（！）

i）参照）。

河床，河岸，流水又は貯留水中の物質を採取するためには INDERENAの許可を

要する30）。

この採取が，公共団体の行う公共事業のためである場合は認可をもってこれにかえ

る31）。

この認可は，鉱山探査，開発のための特許に基づく作業を行うため32）及ひ、流水又は

貯留水の敷地33）に工作物を建設するためにも必要とされる。

河川等の岸は，自家用の漁携のために一時的に，又は船舶の利用のために恒久的に

占有することが認められるHJ。

第5章優先順位

水利用の優先順位は，生態的，経済的及び社会的な面を考慮して地域毎に定められ

る35）。この場合，留保の必要性，環境保全上の必要性，各事業の経済的社会的効果費

用並びに各地域の住民の生活の維持及び経済的社会的発展が考慮される36）。

鉱山活動に使用するために，土地所有者が自分の土地のために使用していない水を

取得することができるが，この場合予め補償がなされなければならなl,37)。しかし，

当該水が必要不可欠である場合には，当該水について収用を行うことができる38）。

第6宣言 水の有益な利用に関する法制

他の全ての環境構成要素及び回復可能天然資源と同様に，水は地域住民の一般的利

益及び「回復可能資源及び環境保全に関する法典」が定める諸原則に合致し，かつ，

最大限の利用を図るために効果的な形て‘使われなければならない。

但し他の回復可能天然資源の使用を妨げず，第三者の権利を害することなく，ま

た，水の潤渇や重大な悪化を回避すべく定められた制限39）の中で行政庁か決定する優

先度に合致し，かつ，次の義務事項をi満たさなければならない刊）。

i）有効かつ経済的に，また，特許付与時の目的に従って水を利用する こと。

ii）特許を得た水のみを利用すること。

iii）施設あるいは水工作物を適切な条件で建築しかっ管理すること。

iv）流水もしくは貯留水から分水される水が，それを受ける工作物から溢水または

漏水しないこと。

v）水利施設，管理用道路，その他関連施設の維持に寄与すること。

vi）水利用についての監視と点検を受けることを認め，また情報を提供すること。

各々の水利用は次の基準に従う。
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(I）家事用

金ての者は，第三者に損害を及ぼすこ となくその基本的必要性すなわちその家族や

家畜のために公共の水を使用する権利を有する。この形態の水使用に関しては，分水

したり，機器を用いたり，流水方向を変更したり，流水を止めたり，河床や河岸を損

傷したり，第三者の使用を不可能にするような形で水を貯留若し くは汚染してはなら

ない。私水は家事用にのみ使用することができる刊。

(2） 都市用

この形態の水利用に関しては， 特段の基準はない。

(3) 農業用

この形態の水利用に関しても，特段の基準はない。

(4）漁携

漁携は，「回復可能天然資源及び環境保全に関する法典」の第2編第10部第 l章に

規定されており，同法典は自家用の漁携については自由に行 うこと を認めるととも

に，その他の形態の漁務は山，航行及び水の自然の流路を妨げることなく刊），爆発

物，毒物，麻薬その他認可されていない器具等を使用することなく， 干拓若しくは水

位を変更，低下させるこ となく HI，また，水生物若し くはその養殖に害を及ぼし， 又

は水生物のすみか若し くは食料となり，その天然の保護機能を果たす植生を破壊する

おそれのある物質を投棄しないことを条件に許可される山。

自家用の漁傍については，河岸等を自 由に使用するこ とが認められる山。

(5) 水力エネノレギー

「回復可能天然資源及び環境保全に関する法典」は，水力発電のための流水及びそ

の斜面の利用に関し適用 される水利用の特許基準を定めてし、る判。

地熱開発のための水利用は， 当該熱源開発に付随して特許される州。 特許を受けた

者は，水及び塩分を含んだ地熱源より発生する蒸気の汚染を防止するために必要な措

置を講 じなければならない刷。

(6) 鉱工業用

水の工業利用についても特段の基準はない。なお，工業活動の水及び環境に及ぼす

有害な影響に関する主な基準については第 8章で述べる。

一方，水の鉱業における利用については，鉱業法典に詳しく定められている。同法

典は，鉱山開発の特許を受けた者に対し，動力源用，労働者用， 採鉱用に必要な水叩j
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並びに地下作業の結果生じる水を使用する権利を認めている51）。これらの水は，使用

後もとに戻さなければならないが，行政庁はこの義務を免除することができる問。

水の鉱業使用と他の用途との聞の優先度については， 第 5章で既に述べた。

異なった鉱山間の水利用に関しては，暴力又は詐欺によることなく現に水を利用 し

ている者に対し，次いで行政庁にその必要性を表明した者に対して優先度が認められ

る53）。

また，鉱業権者は，当該水が自分の鉱山にと って不可欠のものであるときは，他の

鉱業権者に対し，水源、の変更を要求し，又は，他の鉱業権者が採掘を中止したことに

よって利用可能となった水を使用することができる54）。

鉱山開発により，地域住民，公共施設，農業又は工業等の企業が利用している水が

使用不可能となる場合は，当該鉱業権者は，質 量ともに代替しうる水を供給しなけ

ればならな＼， ,55）。

鉱山開発に当たっては，水の滞留もし くは温水を防止するために，鉱浮を投棄する

河床を清潔に維持しなければならない56)0 

同様の理念、に基づき，「回復可能天然資源及び環境保全に関する法典」は，行政庁

に対し，以下の事項について条件を付する権限を与えている。採鉱又は採掘鉱物処理

における水利用 （後次の水利用を可能にするために鉱山からの排水の排出先，石油

等の探査開発における水利用，露天煽りの場合の土壌の保全又は修復及び植林の実

施，開削土砂の集積，洗鉱，鉱浮廃棄の場所及び方式，採鉱場所，並びに石油の漏出

又は天然ガスの噴出により水環境を損うことを防止するための措置問。

(7） 運輸

船舶輸送に関してはいくつかの特別な規定が存在しており，この規定によると船舶

輸送のために恒常的に河岸等を使用することができる則。更に行政庁は，環境の悪化

を惹起するおそれのある物質を輸送する船舶及び奉納について，その場所，洗浄方式

及び運行条件を定めることができる問。

(8) 薬用及び温泉用

「回復可能天然、資源及び環度保全に関する法典」は，薬として有効な成分を含有す

る水を薬用水と呼んでいる曲）。また，国家にとって有益な鉱水及び温泉水の所有権を

国家に留保しており，その開発及び利用は国が定める規則に従わなければならなし、61）。

(9) レクリエーション用

公共の流水，湖その他の貯留水中において，観光， レクリエーション又はスポ－ '/ 

用の業務を行うためには，特許又は国との契約が必要とされる62）。
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第7章水の有害な作用に関する法制

行政庁は，流域の悪化又は変更，特に，流水文は土漢の汚染。沈澱又は塩化を招来

する要素から流媛を保護することに努めなければならなI.,63)。

(I）洪水溢水の防御及び堤防保全

河床，水体及び水質の変更又は水の合法的な使用に対する介入行為を行 うためには

許可が必要であり刷），また，洪水と河川周辺部の土地の被害を回避するために河床の

変更又は河岸斜面の防御をするためには，相応する計画及び資料を提出しなければな

らない刷。

不可抗力による異常な増水が生じた場合には，土地の所有者，占有者， 使用者及び

水利用者の団体は，予めの許可なく臨時的施設を建設できるが，建設開始から 6日以

内に行政庁に通知しなければならない66）。

雨水又はかんがし、余剰水により洪水が生じるときは，土地所有者は，水を誘導する

ために必要な施設の建設を許さなければならなI.,6～ 

(2) 土壊侵食及び泥化

上記(I）で述べられた点は，侵食及び泥化の場合にも妥当する。

特に， C.R.N.は，土壊侵食を防止し，土壊侵食によ り生ずる被害を抑制かつ減少

させ曲｝，侵食の防止抑制lのために土壌の保全に努め，また， 土壊を土援に含まれる水

分及び湿気から保全するよう努めることを，行政庁に委ねている刷。

承認を得るとともに，十分かつ直ちに代替措置を講ずる場合を除いては，水路を保

護する斜面の自然、の植生を損うことはできない70）。

(3）排水及び下水

水の使用が認められる際には，かんがL、余罪判水をその元の水流に戻すため，又は他

の土地で使用されるようにするために，排水すべき場所が明示される71）。

(4）塩化

これについては，本章の始めの部分の記述を参照。

(5) その他の有害な作用

「回復可能天然、資源及び環境保全に関する法典」は，河床又は湖床において鉱物探

査開発を行うための特許の付与については 河床又は湖床の保全を行う関係行政庁

の事前の承認に係らしめている問。
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一方，鉱業法は，水の利用又は水力利用のために必要な区域における鉱山の開発を

禁止している73）。

第8章 水利用規制，水質保全及び汚染防止に関する法制

(!) 水の浪費及び不適切な使用

あらゆる形の水の使用も水の利用可能性及び水使用に関する要件に従ったものでな

ければならない川。

また，水を守り，その適切な利用を確保し，更に，一般的に，公共の利益とい う目

的を達するために予め設定された特別の諸条件を満足しなければならない75）。

行政庁は，水の浪費を減少させるとともに，そのよりよい利用を確保し，さらに，

表流水，地下水及び大気中の水の総合的な利用を図らなければならない76）。

(2) 水のリサイクル及び再利用

一定の基準により水を再利用できる形で戻すことが義務付けられている問。

(3） 健康の保護

この点については，次の「（4) 汚染」のと ころで触れる。

(4）汚染

人聞が使うための水の質を保証することは国家の責務であり，このために国家は，

水の分類を行い，また，取水，水の供給，導水及び水質に関する条件並びに排池物の

除去，残溢物，ごみ，廃物等の水流への投棄に関する条件を定め，さらに，汚水の使

用及び汚染の原因となる汚水自体を規制する措置を講ずることにな っている78）。ま

た，熱による汚染も対象となっており，企業に対し水温を害するおそれのある排水に

ついて適切な措置をとるこ とを義務付けている削。

行政庁は， 一定の水体に産業排水及び廃棄物並びに家庭排水及びごみを投棄するこ

とを禁止又は規制することができる刷とともに一定の水体内で漁業，スポー ツ等を行

うことを禁止又は規制するこ とができる81）。

その排水が水質を宮しないことを保証できない企業は，行政庁が定める場所でのみ

操業できる82）。産業排水は公共の下水道のみに行政庁が定める条件の下で排出できる

が，いかなる場合も産業排水及び家庭排水を雨水溝に排出することはできなし川、

採鉱は，住民，公共機関，農工業に必要な水を汚染しないようにしなければならな

L訓）。「回復可能天然資源及び環境保全に関する法典」は，永続的な又は一時的な水

体に水生生物一般及び特定の水生生物の養殖に害を及ぼす物質又は廃物を投棄するこ

とを禁じている85）。
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(5) 環境保全

工事の施行，企業の設立その他の回復可能天然資源に重大な損筈を与えるおそれの

ある行為については行政庁の許可及び環境影響評価調査の実施が必要であり，この調

査は，これらの行為が当該地域に及ぼす影響を評価するために，物理的，経済的及び

社会的要素を考慮に入れなければならなレ86）。

上述の行為が天然、資源及びその他の環境要素に国際的性格の影響を及ぼす可能性の

あるときは，外務省の意見を聴取しなければならなし、87）。

第9章地下水の利用に関する法制

(1）探査免許及び開発免許

申請人の土地の合理的な深さの所に水がなく，また，法典の定める措置と相反せ

ず，かつ， 他の土地の所有者から当該土地所有者が必要とする水，すなわち当該土地

所有者自らが使用中の水又は一定の条件の下で他人に使用することを認めた水を奪う

ことがない場合には，家庭用及び牧畜用として， 他人の土地に存する地下水の特許使

用が認められる田）。

(2）地下水の保全措置

地下水が汚染，潤渇又は継続的に減少するおそれがある場合には，当該流域又は地

域における特許の付与は永久に又は一時的に停止される8ヘ
地下水の取水は必要以上の水を取水しない形で行われなければならなL、則。

第10章水管理施設及び工作物の規制及び保護に関する法制

(I) 水工作物の建設

水の特許使用者及び私水使用者のいずれも，流水を取得，統御，導水，貯留又は配

分するために必要な工作物の計画について予め認可を得なければならな＼.,91）。当該工

作物は常時水量を知りかつ測定できる機器等を備えていなければならなL且）。

例外的に，異常な増水等が生じた場合には，臨時の工作物を事前の認可な く設置で

きる。しかし，この場合6日以内に通知が行われなければならず，また，危険な状態

がなくなれば，原状回復文は他の新しい工作物の建設を受益者の負担で受益の程度に

応じて行うことを命ずることができる93）。

特許を付与するに当 っては，相応する水路等を建設するために，かんがL、に使用さ

れた水の余剰分を流すべき場所を明示しなければならない。当該水路等は余剰水のみ

ならず雨水も排出するに十分な大きさのものでなければならなL、制）。

行政庁は，認可なく建設された工作物又は認可を得たものであっても急迫の損害を

及ぼすおそれのある工作物の除去を命ずることができる95)
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水の利用者が建設意欲をもたないとき，経済的に建設能力をもたないとき，利用者

相互聞に紛争が存在するとき又は行政庁が業務を鉱大する必要があるときには，行政

庁は一定の水流又はかんがし、地区に水利用のために必要な工作物を建設することがで

きる師、

公水又は私水の取得のための堰堤は魚類の通過を可能にするものでなければならな

し、97）。建設される工作物は，また，近傍の景観と調和したものでなければならなL刷。

保安林の中におレては，許可を得た場合のみ貯水池，せき等の水工作物を建設する

ことができる。なお，この許可は回復可能天然資源の保全を害しない場合にのみ与え

られる99）。

(2) 水工作物の保護手段

水の利用者は建設された工作物を適正な状態て、維持しなければならない刷。

第11章保全区域・地区の指定に関する法制

(I) 水の有益な利用の場合

行政庁は，水生物の保護，繁殖又は養殖のため特別の管理区域を設定文は留保する

ことヵ：て、きる IOI）。

(2) 水質保全及び汚染防止の場合

一定の規準により一定の水の汚染又は潤渇を防止することとなっている 102）。

(3) 区域指定

i ）流域整備区践の指定

行政庁は， 生態的， 経済的及び社会的条件から必要な場合には， 一つの流域を整備

区桜に指定する刷。これら区岐について相応する計画を作成する際には，水の利用

者及び当該地域において種々の活動を行う公的及び私的団体と協議が行われなければ

ならない刷。一且承認されれば，当該計画はこれら公的団体に対し，義務的に適用

される 105）。また，当該計画の達成のために個人に対しても地役権の設定又は所有権

に対する制限を課すことができる 106）。これらの計画の中の諸措置はインフラストラ

クチャ の建設及び管理並びに天然、資源の利用について適用される：07)。

整備区是正に係る工事文は作業によ って直接間接に利益を受ける土地所有者は受益の

程度に応じて一定の金額を支払わなければならない!08）。

ii）回復可能資源に関する特別管理区域

回復可能天然資源を統合的に管理するために， 一定の目的をもち，かつ，生態的，

経済的及び社会的研究に基づいた特別管理区域を設定することができる 109）。
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iii）土壌保全区域

行政庁は，土壊の回復及び保護のために土壌保全区践を設定することができる 1101。

当該区域においては，行政庁は土壊の回復のための計画を立案し実施しなければなら

ず川 ，また，土地所有者は，当該計画が課する諸措置を遵守し，かつ，工作物を建

設，管理しなければならない川）。

(4) その他の場合

i）自然公歯， 自然保全地区，特別自然地区，植物及び動物の特別保全区成並びに

公圏内の道においては，「回復可能天然資源及び環境保全に関する法典」が各地

区・区域設定の目的を考慮して定める行為のみが許される 1131。

日）景観を保全するために，当局は，一定の場所における工作物の建設を禁止する

ことヵ：できる II叫。

第12章水行政及び政府の関係機関

(I) 国レベル

水及び回復可能天然資源に関することは このために設立された「回復可能天然、資

源開発庁(INDERENA）」の所掌に属するが，幾つかの省庁は以下の水に関する特定

の事項について責任を有する。

i）農業省 同省は農牧業に関する政策を立案し実施するが，政策の基本的要素及

び規定的要因は水である。

11）保健省 同省は保健衛生に関する政策を立案し実施するが，これには低水への

排水が含まれる。

iii）鉱山 エネルギー省 同省はエネルギ一政策を立案し実施するが，これには水

力発電が含まれる。

iv）公共事業省 同省は公共事業を立案し実施するが， これには利水事業が含まれ

る。

回復可能天然資源開発庁 （EL Instituto de Desarrollo de Recursos Naturales 

Renovables INDERENA）は，上述の「回復可能天然、資源及び環境保全に関する法

典」の実施官庁であり，一般的に，国の回復可能天然資源の規制，管理，保全及び育

成を行~＂また，その監督に係る特許及び許可の付与を行う。さらに， 同庁は，回復

可能天然資源の科学的，教育的，レクリ エー ション的及び美学的観点からの利用並び

に保全及び開発のために，必要な工事及び活動を行う II日。

一方，農地改革庁 OnstitutoColombi印 10de la Reforma Agrariaー INCO RA）は， そ

の農地改革計画を実施する上で，かんがし、地区の水の管理を行う 116)（訳者注 1976年

よりこの INCORAのかんがL、地区の水管理についての権能は HIMATに移転され
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た）。

水文・気象ー土地改良庁 (lnstituto Colombi町 10 de Hidrologfa, Meteologfa y 

Adecuaci6n de Tierras-HIMA T）は，水文及び気象に関する情報について観察，測

定，分析及び公表を行う。

(2) 中間レベル

パジェ ・デノレ・カウカ地域公社（Corporaci6n Aut6noma Regional <lei Valle <lei 

Cauca）はカリ市隣接のカウカ!II(Cauca）流域の大部分を包含する地域の資源の開

発及び管理を行う 117)。

加えて，同公社は，当該地域において， INDERENA設置令によ って本来同庁の所

掌とされている機能を担任する 118）。

ボゴタ盆地，ウバテ・チキンキラ渓谷開発公社（Corporaci6nde Desarrollo de la 

Sabana de Bogot孟yde los Valles de Ubate y Chiquinquira）は，，十、コrタ市近隣の地域の

資源の開発及び管理を行うとともに， INDERENA設置令によ って同庁の所掌とされ

ている機能を担任する 119）。

(3） 地方レベル

同一水系の流水の利用者又は人工の川床の上の流水を利用する権利をも っている者

は，任意に水利用者団体を設立することができる 120）。

(4) 国際レベル

隣接国によ って共有される水その他の回復可能天然資源に関しては，その開発及び

適切な使用に関する計画のために必要な情報の相互的及び継続的な交換をすること並

びに，各政府がその権利の保護のための行動をとるのに十分な時間的余俗をもって，

計画された工事等が惹起するおそれのある環境の変更又は不均衡について予め相互的

に連絡をとり合うこと，さらに，当該利用が物理的に関係国間で分割することができ

ない場合又は技術的若しくは経済的観点から分割することが不適切な場合に関係国に

よって共同管理をする こと及び回復可能天然資源及び環境構成要素の圏内利用が他の

国々に害を及ぼさないための処理を講 じる ことを定める既存の協定の補完その他の協

定の交渉に政府は努めなければならない121）。

さらに，コロンビアは，1933年にモ ンテビデオで開かれた第 7回米州国際会議（W

Conferencia Internacional Americana）によって定められた米州における河川使用のた

めの法律的行政的制度の提案国の 1つであった。

アマゾン流域のその他の諸国との聞には， 一定の地域システ ムをコロンビアは定立

した。
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ベネズエラとの間で締結した国境管理に関する取極は，河川及び航行可能な水流に

ついてその中心線までに各々の国の漁業権を制限し，並びに定置網その他の魚類の自

由な通行を妨げるものにより国境の水を分離すること及び釣り針の使用以外の爆発

物，薬物の使用その他魚類を破綾してしまう方法により魚を捕獲することを禁止して

いる 122）。

エクアドル及びベネズェラとの間では各々の河川を相互的に航行する権利が協定で

認められている 123）。

また，コロンビア及びベネズエラ両国大統領は， 1976年 7月，スリア川，カタ γ ン

ポ川，メタ ill，アラウコ川及びオリノコ 川流威開発調整委員会 （Comisi6n para el 

Desarrollo Arm6nico de las Cuencas de los Rios Zulio, Catatumbo, Meta, Arauco y 

Orinoco）を設立することに合意した。

第13章 水利用のための特別の及び自治的な組織

(I) 国レベル

コロンビア電力庁 OnstitutoColombiano de Electrificaci6n-ICEL）は，電力供給サ

ービスを行 うが， この電力供給の一部は部分的に同庁自 ら発電する水力電気に依存し

ている。

第12意（1）で述べたように， INDERENA及び INCO RA は，各々の機関の 目的を達

成するために水を利用する。

(2) 地域 レベル

また，第12章（2）で述べた地域公社も各々の目的達成のために水を利用する。

第14章水利用の財政面に関する法制

(I) 国の財政的関与及び償還政策

国は国家予算によって水関係の工事の大部分を賄い，少な くともその支出の一部分

は利用料金その他の賦課金によって償還される。そのため，農地改革計画の受益者に

対し，向計画によって取得される土地の利用のために必要なかんがL、及び排水工事に

ついて分害iJ払による費用負担が課される 124）。

(2) 料金及び使用料

電力料金125）及び上下水道料金は，水工作物の維持管理のために使われる。

「回復可能天然、資源及び環境保全に関する法典」は，以下の者に対し使用料を課す

る。

I）利潤を目的1耐として水を使用する者（廃棄物を投棄することを含む）)27) 
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Ii）流威の整備に関する工事又は作業により直接間接に利益を受ける者128)

iii）水生生物を採取する者129)

また，水利用者は，利水施設，監視用道路その他の共同の施設等の保全に受益の程

度に応じて貢献しなければならない130）。

第15章水j去の施行

(I） 既得水利権の法的保護

資源の利用に関する権利は，既に当該権利が他の者に付与されている場合には，取

得することができなL'131）。また，民法典は，民法典の施行前に取得された水に関す

る権利は存続すると定めている 132）。

(2) 水利権の変更，消滅及び再配分

水に関する私的所有権は，「回復可能天然資源及び環境保全に関する法典Jの施行

の日から 3年間行使されない場合には消滅する 133）。

水利許可は，その付与期限の満了により消滅する 134）。

水利特許は，以下の場合に消滅する。

i）その付与期限が満了したとき

ii）法律又は特許条件の不遵守を理由として，行政庁が，関係者を聴聞した上，取

消処分をしたとき 135)

(3) 水裁判所その他の水に関する司法機関

コロンビアには水に関する特別の裁判所は存在しない。水に関する権利の取得及び

保護のための手続は行政上のものである。 各地械の査察官が資源に関する争いを第 1

次的に解決するが，これについては INDERENAに不服申立てをすることができる

（訳者注：但し， INDERENA以外の機関の所掌に属する事項については当該機関に

不服申立てをしなければならなし、。また， INDERENA等の裁決に不服な者は最終的

にConsejode Estado （国家審議会， フランスのコンセイ ユ デ ・タに相当） の判断

を求めることができる）。

(4）罰則

水に関する犯罪行為に対し刑法典によ って課される罰則に加えて，「回復可能天然

資源及び環境保全に関する法典」は，違反行為を防止する制度を確立することをその

規則に委ねている。本章の（2)ii ）にあるように，一定の義務の不履行は当該権利の取

消処分により制裁される。
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注

1) 出典 国連地図2753(s), 1974年 5月 （訳者注 1985年の国勢調査によると人

口は2,760万人）

2) 以下「回復可能天然資源及び環境保全に関する法典」は「C.R.N.」と略称する。

3) C.R.N.第80条

4) 同法第83条

5) 同法第168条

6) 同法第169条

7) 同法第174条

8) 同法第86条第 l項

9) 同法第86条最終項

10) 同法第87条

11) 同法第148条

12) 同法第43条

13) 鉱山法第180条

14) C.R. N 第51条及び第55条以下

15) 同法第51条及び第59条以下並びに第88条以下

16) 同法第51条

17) 同法第315条， 99条， 100条及び102条

18) 同法第315条

19) 同法第54条及び第58条

20) 同法第55条

21) 同法第96条

22) 同法第97条 a

23) 同法第97条 b

24) 同法第88条及び第91条

25) 同法第92条

26) 同法第92条最終項

27) 同法第93条

28) 同法第60条

29) 同法第95条

30) 同法第99条及び法命令 （Decretoley）第2420/68

31) 同法第99条第 2項

32) 同法第100条

33) 同法第102条
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34) 同法第104条 68) 同法第314条c

35) 同法第49条 69) 同法第181条

36) 向上 70) 同法第186条

37) 鉱山法第173条 71) 同法第125条

38) 向上 72) 同法第100条

39) C.R.N.第9条 73) 鉱山法第10条d

40) 同法第133条 74) C.R.N.第89条

41) 同法第86条及び第87条 75) 同法第92条

42) 同法第275条 76) 向法第314条 b,e及び i

43) 同法第277条 77) 同法第39条ほか

44) 同法第282条 78) 同法第134条

45) 同法第283条 79) 同法第136条

46) 同法第104条 80) 同法第137条

47) 同法第171条 81) 同法第143条

48) 同法第176条 82) 同法第141条

49) 同法第171条 83) 同法第142条

50) 鉱山法第172条 84) 同法第147条

51) 同法第180条 85) 同法第283条 b

52) 同法第172条 86) 同法第28条

53) 同法第174条及び第175条 87) 同法第29条

54) 同法第176条及び第178条 88) 同法第151条

55) 同法第183条 89) 同法第152条及び第153条

56) 同法第184条 90) 同法第154条

57) C.R.N.第39条 91) 同法第120条

58) 同法第104条 92) 同法第121条

59) 同法第39条h 93) 同法第124条

60) 同法第79条 94) 同法第125条

61) 同法第85条 95) 同法第127条

62) 同法第103条 96) 同法第128条

63) 同法第314条a，なお第181条a 97) 同法第130条

参照 98) 同法第304条

64) 同法第132条 99) 同法第208条

65) 同法第123条 100) 同法第122条

66) 同法第124条 101) 同法第274条C及び G

67) 同法第176条 102) 同法第137条，第152条及び第153条
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103) 同法第318条

104) 同法第317条

105) 同法第319条

106) 同法第320条

107) 同法第321条

108) 同法第322条

109) 同法第310条

110) 同法第324条

Ill) 同法第325条 b

112) 同法第326条

113) 同法第327条～第336条

114) 同法第303条 a

115) 1968年 9月24日付け大統領令第2420号

116) 同令第25条

117) 1954年10月22日付け法命令3110号， 1955年 7月 5日付け大統領令第1829号，

1956年 1月31日付け大統領令第0160号， 1959年 5月25日付け法律第25号， 1960年

6月19日付け大統領令第1707号及び1954年及び1959年の憲法修正

I 18) 1968年 9月24日付け大統領令第2420号第23条及ひ第23条の2並びに1969年 8月

26日付け INDERENA協定第14条，第 7章 aを参照

119) 向上

120) C.R. N 第161条

121) 同法第JO条

122) 1942年 8月 5日付け協定第22条及び第23条

123) 1916年 6月15日付け条約及び1941年 4月 5日付け条約

124) 1961年農地改革法第135号第75条及び第77条並び｝こ1968年農地改革法第20条

125) 1928年ll月21日付け電力法第 6条及び第11条

126) C.R. N 第159条

127) 同法第18条

128) 同法第322条

129) 同法第267条第 2項

130) 同法第l33条

131) 同法第522条

132) 民法典第684条，C.R.N 第83条及び第85条

133) C.R.N.第82条

134) 同法第55条
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135) 同法第62条及び第63条

（山口ー榎・ 在コロンピア 日本大使館経済問題一般及び，経済 技術協力担当書記官）

水系、図
70・w

RED HIDROGRAFICA DE COLOMBIA 

POR VERTIENTES 

N1T 

赤道

ECUADOR 

VERTIENTES HIDROGRAFICAS 
（水系界）マム刊す

1 CARIBE （カリブ水系）

2. PACIFICO （太平洋水系）

3 . ORINOQUIA （オリノコ水系）

4. AMAZONIA （ア7 ゾン水系）

BRASIL 

PERU 寸九；；：；レ
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年間降水量分布図
DISTRIBUCION ANUAL DE LA PRECIPITACIDN EL COLOMBIA 
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主要指標

(1) 正式国名 コロンビア共和国（Republicade Colombia) 

(2） 独 立 1810年 7月初日

(3）政体立憲共和制

(4) 現大統領ビノレヒリオ ハルコ （自由党）(1986年 8月 7日 1990年 8月 6日）

(5）首府ボコずタ

(6）面積 1,139,000平方キロメ トノレ（我が国の約 3倍）

(7） 人 口 2,790万人 （1985年国勢調査，国家統計局）

(8） 宗教カトリック

(9） 言語スベイン語

(IO) 主要経済指標

国民総生産

一人当 り国民総生産

実質 GDP成長率

貿易 輸出

輸入

主要輸出品

主要輸入品

外貨準備高

対外債務

通貨 ベソ

38,410百万米ドノレ（1984年暫定，世界銀行）

1,370米 トル （1984年暫定，世界銀行）

2.0%(1985年，国家統計局）

2,829百万米トノレ

2,253万米ドル （1985年，中央銀行）

コーヒー，ハナナ，石炭，花，フェロニッケノレ，綿花，砂糖

工業用原料・機器，鋼材，小麦

2,482百万米 ドノレ（1986年 6月，中央銀行）

13,050百万米ドル（うち公的債務9,432百万米ドル）

(1985年末，中央銀行）

l米ドノレ＝200.53ベ ソ（1986年 8月29日，但し， クロー

リングーベッグにより毎日切下がっている。）

コロンビ、ア水資源ミニ・データ

(1) 水資源賦存量の世界l順位

1. ソ連 2. カナダ 3. フラシノレ 4. コロンビア

(2) 国土 （114万 km＇）の 88%が年間 2,000mm以上の降水量をもち，年間平均降水

量は 3,000mm。この年間平均降水量は南米平均 1,600mm  (UNESCO統計1979

年）の約 2倍。年間平均蒸発量は l,150mm。

(3）年間総降水量 3,425 km3 ( = 1.14×106 km' x 3.0×10 3 km) 

年間総蒸発量 1,373 km3 (=1.14×106 km＇× 1.15×10 3km) 

資料 HIMAT （水文。気象。土地改良庁）
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