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はじめに

拓殖大学海外事情研究所とベトナム政府との合同会議(アジア太平洋におけ

る地域安全保障一日越協力のための政策協議)が昨年 2月29日ベトナムハノイ

で開催されたが，その中で「国際河川の開発と管理」というテーマで発表の機

会を得た。本誌を借りて，その発表を踏まえて，国際河川の問題を少し掘り下

げて考察をしたい。特に，国際河川の問題を，過去の国際法判例等を踏まえて

歴史的に考察し，国際河川の意義の理解を深めたい。また国際河川にかかわる

対立利益をめぐる相互関係を，二国間モデルとして構築することにより検討を

(東洋開発建設コンサルタント技師長)
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表 1 メコン川の包蔵水力

国名
流域面積 年間流出量 包蔵水力エネルギー 包蔵水力設備容量|

(km2) (百万 m3) (10億 kWh) (1000kW) 

ラオス 202，400 212， 750 366 42，000 I 
タイ 184，245 54，920 26 3，000 

カンボジア 141，433 72， 160 32 4，000 

出土土ム 29，850 41，800 81 9，000 

備考:本表の作成に当たり， rメコン河流域の開発j(コーエイ研究所 吉松昭夫他(山海堂))

を参照した。

表 2 メコン川におけるダム開発の現況

諸 :n:: 
No ダム名 英字名 所在 目的 H W 貯水容量 発電量 完成年度

(m) (m) (億m3
) (MW.) 

I功呆橋 Gongguoqia 中国 発電 5. 1 750 2008 

21/J、i湾 Xiaowan 中国 発電 146 4260 2013 

3 漫湾 Manwan 中国 発電 9.2 1500 1996 

4 大朝山 Dachaoshan 中国 発電 9.6 1350 2003 

5精宇Li Nuozhadu 中国 発電 227 585 2017 

6 景i共 Jlnghang 中国 発電 11. 6 1750 2010 

7 It敢模覇 Ganlanba 中国 発電 ? 150 計画中

8孟松 Mengsong 中国 発電 ? 600 計画中

9 パクベン Pacben ラオス-北西部 発電(売電) 76 943 つ 1230 計画中

10ルアンパパーン Louangphrabang ラオス・西部 発電(売電) 32 810 ? 1410 計画中

11サヤブリ Xaignabouri フオス・北西部 発電(売電) ? 1260 一時中止

12ノfクライ Pac Cay フオス 発電(売電) ? 1320 計画中

13 ドンサホン Don Sahong フオス 発電(売電) ? 240 計画中

14ラートスア ラオス 発電(売電) ? 800 計画中

15サナカン Sanakan ラオス 発電(売電) 38 1144 ? 700 計画中

16パモン Pamong タイ 発電 ? 計画中

17ノfーングム Bankoum タイ 発電 ? I 2050 計画中

18サンボー Sanbor カンボジア 発電(売電) 56 108 ? I 3300 計画中

19ストウニトレン カンボジア 発電 ? 980 計画中

(日本工営畑尾監査役作成資料による)

進め，合意形成の可能性を探りたい。

ベトナムの国土面積は， 32. 9万knlでほぼ日本と同じであり，北は北緯23度23

分の温帯性気候区から，南は北緯 8度33分の熱帯 性 気 候 区 に 位 置 し や は り 日

本と同様南北に細長い国である。その人口は， 8423万人， GDPは2403億ドル
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の発展上国である。そのベトナムを流れる主要な河川は，紅河，カ一川，パ一

川， トンナイ)11. メコン川であり，概ねベトナム国土を南北に流下し東シナ海

にそそぐが，その源流を中国，ラオスなどの外国に有する国際河川である。そ

の中でもメコン川は，延長4200kmの世界で第八番目に長い大河川であり，チ

ベット高原の青海地域を源としミャンマー，ラオス，カンボジア，タイ，ベト

ナム国を経て東シナ海にそそぐ。メコン川が特に着目されるのは，大きな水力

発電のポテンシャルを有していることである。メコン河委員会のレポートによ

ると表 Iの通り包蔵水力があるとされており，また現在における開発状況は表

2の通りである。

ただメコン川をめぐる状況には 次の二つの大きな問題を抱えているのが現

況である。その一つは，大国中固とミャンマーがメコン河委員会に参加してい

ないということと，国際水路に関する条約に反対して，国際的な協議のための

同一テーブルに着こうとしないことである。またメコン河委員会の参加国であ

るラオスが，それまでダム建設による環境と水資源の影響に関する調査結果が

判明するまで工事に着手しないとの合意があったにもかかわらずサヤブリダム

の工事に強行に着手したということである(産経新聞2013.1.9)。

2 国際河川とは

国際河川とは，地勢学的には，数か国の領域を貫流または，国境をなす河川

(広義の意味の国際河川1)を意味するが 国際河川という概念は，政治的にそ

して歴史的に形成された法的概念でもあると私は考える。すなわち国際河川と

は，地勢学的意義のみならず法的意味も考えなければならないのであり，その

法的に意味するところは，国際河川の流れる国の領土主権を制限するところに

ある 1)のであるから，国際河川とは，次のように定義されるべきである。国際

河川とは，地勢学的には，数か国の領域を貫流または，国境をなす河川であり，

当事国の共通利益を確保するために必要な範囲で¥条約などによって領域国の

属地的管轄権を一定程度制限し，他国の利用に供する領域の国際化が行われて

いるか，またはその努力が行われている河川である(狭義の意味の国際河川)。

ちなみに，日本は，島国であるから，上記定義に当てはまる国際河川は存在し

ないが，数県にまたがって貫流する河川，県境を流れる河川は存在し，国際河

川と類似の問題を呈している河川がいくつかある。例えば，四国の銅山川は，
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吉野川の左支川であり，愛媛県と高知県との県境にそびえる冠山に源を発し，

徳島県で吉野川に合流する河川である。銅山川に近接する愛媛県東予地方に広

がる宇摩平野は，古来より水に乏しく干害に悩まされたことから，銅山川から

の分水は，江戸時代末期より明治，大正時代を経て，さらに太平洋戦争前後を

通じて計画され，昭和24年に至ってやっと分水計画が認められ着工されるに至

った。計画が難航したのは，法皇山脈により銅山)11と宇摩平野とが隔てられて

いたという地形上の理由にもまして，上流愛媛県と下流徳島県との聞で、分水協

定の締結が難航したのが原因であった。確かに，日本には，国際河川はない

が，国際河川において問題となる上下流問題が，銅山川でも問題化しその解

決に世紀をまたがる時間を要したのである2)。そしてこのような問題を呈する

河川行政を円滑に実施するため，このような河川は I級河川とし，国が直轄河

川として一元管理を実施しているのである。

3 国際河川の諸態様

国際河川の態様は広義の定義において示されたように，諸国を貫流する国際

河川においては，上下流問題を呈し，また国境をなす国際河川では，沿岸問題

を呈する国際河川ということになる。

上下流問題を呈する国際河川は，さらに上流国が強い主張をする場合と，逆

に下流国が強い立場に立つ場合に分類できる。また近年の政治状況から国家が

分断したことにより上下流問題が生じたケースもある。なおメコン川は，大河

川ゆえ上下流問題と沿岸問題が混在するケースである。以下事例を紹介する。

①リオグランデ川(ハーモン事件)の場合

1895年リオグランデ)11からの取水をめぐり米国とメキシコとの問で紛争が生

じ，当時の米国司法長官であったハーモンは 上流国である米国が下流国であ

るメキシコに対して領域主権に基づき領内の河川の無制限な利用の自由を持つ

と上流国である米国の立場を強く主張した。これを機会に，この米国司法長官

の主張する立場を指してハーモン主義といわれるようになった3)。

②ナイル川の場合

1882年にエジプトがイギリスに軍事占領され イギ、リスによる支配が開始し

た。その後イギリスは，スエズ運河の戦略的重要性を鑑みエジプトを重視する

政策を実施してきた。すなわち. 1925年のナイ Jレ川協定は，水資源について
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は，ナイル川上流域をエジプトに水供給のための重要地域として把握し，スー

ダン地方をエジプトと一体となす国づくりを成すとしてエジプトを重視したも

のである。そして近年におけるスーダンの独立，ナイル川の上流である青ナイ

ル川の流域を国土とするエチオピアの国力の増勢にともない，ナイル川下流域

のエジプトとナイル川上流域のスーダンとエチオピアとの上下流問題が生じて

いるが，歴史的経緯から下流であるエジプトが依然強い立場を主張している。

1959年には，エジプトとスーダン聞でナイル川全域に関するナイル川条約が締

結され，年間55.5BCMがエジプトに， 18.5BCMがスーダンに配分されてい

る。またエチオピアは1957年にナイル川の年間総流出量の75-85%について，

単独開発することを宣言している4)。今後上下流の対立はさらに拡大すること

が予測される。

③アムダリア川とシルダリア川の場合

アムダリア川とシルダリア川の流域は 1960年代まで肥沃な土地であった

が， 1960年以降のソ連による「アラル海計画Jにもとづく極端な綿花の単一栽

培の結果，自然環境の破壊が生じ，アラル海はその総流出量の75%を失うとい

う状況になってしまった。それに加えて，ソ連時代には，国内河川であったア

ムダリア川とシルダリア川は，ソ連崩壊に伴い，上流国はタジキスタンとクル

グスタンに，下流国はウズベキスタンに分断され，一夜にして国際河川となっ

てしまった。また当該河川は，水力発電を伴うためダムの貯留と放流というダ

ム運用が下流国の濯瓶事業の水量確保を不安定にしている。これに対処するた

め， 1992年「国際水資源の利用と保護の協力管理に関する協定Jが関係国間で

調印され，関係国間で国際水管理調整委員会が設置された。 1993年には， ['ア

ラル海およびアラル海沿岸における問題提起およびアラル海地域の環境改善，

経済発展のための共同活動協定」が締結されている5)。

④ヨルダン川の場合

ヨルダン川は，イスラエル，ヨルダンの国境を形成し，イスラエル，ヨルダ

ンをはじめ数か国が係る国際紛争地域における国際河川である。 1950年代にお

いて，関係各国は，ヨルダン川の単独利用計画をそれぞれ提示し，折り合いが

つかなかった。これに対しアイゼンハワー米国大統領は，ジョンストン特命大

使を派遣し「ジョンストン計画jと呼ばれる協定を提示させたが，裁可はされ

なかった。しかしイスラエルは，リタニ川の統合を断念し，またアラブ連邦は

流域外の水運送の許可に合意し， ['ジョンストン計画」の趣旨は達成されてい
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る。国家聞に大きな紛争を抱えているにもかかわらず，中東における「水をめ

ぐる紛争」は「水にかかわる協力体制」が形成されており 6) 政治的紛争地に

おける紛争を水問題の解決というソフトロー7)的解決の範となっている。

4 国際河川にかかわる利益

1) 航行利益について

国際河川においては，当該国の領土主権が制限されるのであるが，それは国

際河川における当事国の利益確保の利益が対立するからである。国際河川でま

ず問題となる利益は，歴史的には，航行に関する利益であった。複数の国家の

領土を貫流する河川ないし，国境を形成する河川における舟運の安全を確保す

るため，国際河川として航行の自由を確保する必要があったのである。航行の

自由については，早くから利益共同関係が認識され，オーデル川においてその

合意がなされている (1929年)。すなわち，オーデル川国際委員会事件判決は，

「航行可能な河川についての利益共同体は，共通の法的権利の基礎となり，そ

の本質的特徴は，当該河川の全行程の利用におけるすべての沿岸田の完全な平

等性と，いかなる沿岸田も他の沿岸国の関係において特恵的な特権をもちえな

い」と述べている8)。そして特徴的なのは 各河川毎に国際河川制度が条約等

によってなされていることであり，一般法としての国際法が確立しているわけ

ではないのである。ただ1921年国際連盟の下で「国際関係を有する可航水路の

制度に関する条約及び規定jが締結されている。またライン川においては，沿

岸田の河川行政を統一管理する国際河川委員会が設けられている (1815年)。

また日本においては，舟運の確保のため古くから努力がなされてきた。交通手

段の未整備であった明治初頭以前においては，舟運は重要な輸送手段であっ

た。京都の高瀬川を例に見ると，高瀬川は 角倉了以によって，京都と伏見を

結ぶ運河として，開削され，慶長16年に着工し. 19年に竣工している。またそ

の工事費は，現在の貨幣価値に換算して150億円に達するものであった。運河

の航行にあたっては，通行料が徴収されており. 1回の通行料は. 2貫500文と

されており，その半額を角倉家が領したという。このように，国際河川等の舟

運に供される運河には，通行料が徴されるのが一般であり，この徴収権が濫用

されると，社会秩序が混乱する虞があるので，これを防ぐため，法の下での支
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配が要請されたのである。

2) 非航行利益について

近年においては，河川の国際化が進み 国際河川の航行の自由の確保だけで

なく，濯瓶，発電，及び水資源の確保が課題となり，さらに河川環境の保護が

門題となってきている。国際河川における水資源の確保において紛争が顕在化

したのは， 1895年におけるハーモン事件である。この事件において米国は，メ

キシコに対してリオグランデ)11からの取水において領域主権に基づき自国内の

無制限な利益が主張できるとした。また近年 (1957年)ラヌー湖事件におい

て，フランスは，下流のスペインに対してハーモン主義的主張をなしたが，仲

裁裁判所条約 (1929年)に基づく仲裁裁判所は，下流固に対する事前の通報，

協議義務を認め，上下流国間の調整が図られるべきとした。ラヌー湖事件の概

要は以下のとおりである。

i )事実の概要 ラヌー湖は，ピレーネ山脈の南斜面に位置しこの湖水はフ

ランスを経てスペインを通過し地中海にそそいで、いる。フランスの電力会社が

ラヌー湖の水を別の河川に転流する計画をしたが，スペインは反対し，両国に

より協議がなされたが，結論が出ず，フランスは， 1995年事業の実施をスペイ

ンに通告した。これに対してスペインは かつて両国で締結したパイヨン条約

に違反するとして，仲裁裁判所に付託した。

ii)判決の要旨 ①裁判所に付託された問題は，パイヨン条約等に明示された

場合，または当事国の明確な意思を確認できる場合のみ，裁判基準として機能

する。②事前に行うべき当事国の義務について，事前通報義務しか認められ

ず，締結国に事前合意の制度は認められていない。すなわち上流国は，下流国

の利益に合理的配慮を払う義務があり，他方下流困は，自国の領土保全の権利

のみをもって上流国の河川利用を制限できない。③フランスの事業計画そのも

のの違法性は認められない9)。

また1997年に国連総会で「国際水路の非航行的利用の、法に関する条約Jが採

択されたが，中国等の反対もあり，本条約は未発効となっている。この条約

は，関係国に情報共有とその協力を義務づけている。「大きな害を与えない義
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務」と「適正かつ公正な利用jを重要と位置づけ，第10条で「協定ないし慣習

が存在しない場合いかなる利用も他の利用に優先されず」また「利用をめぐり

対立が生じた場合は，人間にとって必要不可欠な要求事項に対し特別配慮する

ことが問題を解決させる」としている。またこの条約は，地表水と地下水(た

だし化石地下水は含まない)とを一体としてとらえ，従来の国際水路としての

国際河川の概念を拡張しているところに特徴がある。更に，ハンガリーとチェ

コスロパキアとのドナウ川のガブチコボ・ナジュマロシュ計画事件においても

言及され，非航行利益の利益共同の確保の拡大を図る方向の判決がなされてい

る。なお，ガブチコボ・ナジュマロシュ計画事件の概要と判決の要旨は，次の

とおりである。

i )事実の概要 ハンガリーとチェコスロパキアは1977年にダニューブ川での

水門システムの建設・運用に関する条約を締結しその事業化に努めた。しか

し1985年にハンガリーは，国民の環境保護の高まりにこたえ，事業を中断した

が，チェコスロパキアは，暫定的解決策を考案し事業化を進めた。 1992年，ハ

ンガリーは1977年条約を終了する旨通告した。 1993年両国は，国際司法裁判所

に事件を付託した。

ii)判決の要旨 ①ハンガリーは，計画を中断・放棄する権利はあるかについ

ては，否定した。②チェコスロパキアは，暫定的解決策の作業を開始し運用す

る権利はあるのかについて，前者は肯定し，後者は否定した。③ハンガリ一条

約終了通知の法的効果は否定した10)。

この判決で着目されるのは，国際水路の非航行利益に関する 1997年条約採択

の趣旨を採用し判決に反映したということ また緊急避難における正当化の

判断において，ハンガリーによる緊急避難は否定したものの，生態系のバラン

スを保護することは，国家の「不可欠の利益」とすることを，当該国家の利益

が「重大で、窮迫した危険jにより脅かされていることと，相手国に対して「不

可欠の利益に対する深刻な侵害にならない」により脅かされていることとする

ことを要件として認めたことが着目される。なお，本件について，両国の交渉

は不調に終わり，スロパキアが追加的判決を請求し未だなお係属中である。

ここで航行利益の確保と非航行利益の確保との対応の差が認識されるが，そ
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の原因は次のように考えて良いのではないだろうか。航行利益の確保は，非航

行利益の確保と異なり，自然，社会に対する影響は一時的であり，その影響は

小さい。これに対し非航行利益の確保は，自然に対し不可逆的であり，その効

果も大きいことから航行利益のような合意形成が遅れているのであると判断さ

れる。すなわち，非航行利益の確保に当たっては，関係国の利益追求が競合す

るため①河川流量の増減②河川流量の時間的変動及び、水位変動③河川環境に対

する影響が顕在化し，国際河川の利益保護に障害が出ることが考えられる。例

えばメコン川においては次のような諾態様を呈している。

①河川流量の増減について，

メコン川下流(クラチエ)における洪水量は 5万ぱ前後であり，大規模な状

態的な洪水状況にある。このため，上流のダム運用が洪水被害の拡大に原因

することも考えられるが，その程度は，そもそも洪水規模が大きいことから，

小さいのではないかと考えられる。また渇水については， 1992， 1993， 1998， 

1999， 2003年とメコン川で生じている。そして，メコン川下流デルタ地域で

は，潮汐運動により，塩水遡上が問題になるため，ダム運用によっては，その

被害が拡大する虞がある。塩水遡上を阻止するためには，河口部において，

1500m3毎秒の水量が必要との報告がある 11)。

②河川流量の時間的変動及び、水位変動について，

メコン川のラオスとカンボジアとの国境には，コーンの滝があり，上下流一

貫した舟運の確保は困難で、あるが，それでも舟運は日常的な輸送手段として機

能している。ただメコン川の流量と水深が不規則なため，低水期において舟運

の確保が困難になることがあるようだ。この舟運の確保のためにも，上流ダム

群の運用は，国家聞をまたぐ問題となるだろう。

③河川環境に対する影響について，

メコン川上流には中国の発電ダムが建設され又建設されつつある。大規模な

ものは， 200億ぱを超える貯水量を有するものがあり その堆砂量も相当のも

のであろう。ダムに堆砂された土砂は 特別のことがなければ下流に移送され

ないわけだから，その分下流の河床河岸の浸食が進むことになるだろう。ダム

計画において適切な排砂計画が定められることが望まれる。またメコン流域に

おける急激な開発に伴う環境への影響も甚大なものとなろう。前述した河床河

岸の浸食のみならず，河川水質，水温，生態に対する影響についても慎重な配

慮が求められている。
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このように，非航行利益の保護は，航行利益の保護に比して問題が具体的な

物理現象として現れるので，非航行利益のその調整は困難を伴うものとなるの

であろう。以上航行利益と非航行利益について検討を加えたが，国際河川にお

ける水利用の確保利益に関して，法的関係ないし事実関係に対する理解につい

て井上秀典氏が整理しているので紹介する 12)。それには次の四つの類型がある

として，その第ーとして，絶対的領域主義という立場である。その立場は，国

土を有する者が，その領域を流れる河川に対して包括的な主権を行使できると

する立場で，ハーモン主義は，その立場の顕れである。第二は，領土保全請求

主義で，その立場は，上流国は下流国の領土保全を妨げてはならないとする立

場である。ラヌー湖事件のスペインの主張はこれに該たる。第三は，流域統合

管理主義で，第一と第二の立場を統合させたもので， iヘルシンキルールJ13)及

び「国際水路の非航行的利用の法に関する条約jはこの考え方に基づくしメコ

ン河委員会もこの考え方の下にある。第四は流域共同体主義であり，その考え

方は，流域共同体に基づく流域内のより多くの国家が広く連携・協力・参加す

ることを求めるもので，オーデル川判決にその考えが顕れている 14)。

鈴木:国際河川の管理と開発

国際河川のモデル化

国際河川の問題を分析するため，国際河川の当事国を 2固とし，対立利益を

X財及びY財の 2財モデルとしてモデル化を試みる。国際河川については，国

際河川にかかわる利益の確保をめぐって関係国がそれぞれ行動することとな

る。この状況を， 2国聞をめぐる X財(例えば航行利益)と Y財(例えば非航

行利益)の関係として単純化すると図 1(モデル 1)のように表示される。

それぞれの国は，限られた予算の下に経済的に最適化行動するのが合理的で

ある。ここで社会に存在する財を使い切る状況を考えてみる。この時当事国に

とって従前の状況を悪化させないで，より満足のいく状況があるのであろう

か。その様な解は，パレート最適解として存在することが認められている 15)。

ここにパレート最適とは，資源配分において，いずれの効用も下げずにいずれ

の効用を高めることはできない状態を意味する。つまり効用の最大化が図られ

ている状態である。すなわち 資源配分が完全になされていない状態にあって

対立当事者どうしをより不利にすることなく効用を高めることができた状態を

いう。しかし現実社会にあっては，各当事国の効用曲線が具体的に把握される
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モデル1一①
資源配分がまだ完全になされていない状態

図 1

パレート最適状態

XJ!:オ

モデル1一②
資源配分が完全になされた状態

わけではないしパレート最適解がどこにあるのか判明しているわけではな

い。またこの話が進められるためには，両国が同じテーブルにつき共通の価値

観を共有していなければならない。しかし現実社会にあっては，当事国が同じ

テーブルに着くことは非常に困難なことが多いしまた価値観を共通とするこ

とはめったにないだ、ろう。ただいえることは，当事国が協議することにより，

当事国が想定していた以上の効果的解決策が存在することが認識され，それを

求め得ることが認識されたことである。同じテーブルに着くだけで自らが期待

していた以上の最適解への道が聞けるのである。さらに分析を進めると，当事

国が，同じテーブルに着き価値観を同一にし，相互に解決に向けて努力する

と，当初求めていた以上の解決策が見つかる可能性があるのである。すなわ

ち，モデル 1において， X， Y 2財は有限であるとされていたが，それぞれa
X， !1 Yだけ実質的に拡大することが考えられ その結果最適解がモデルIよ

り拡大したものとして得られるのである(モデル 2) (図 2)。なぜなら，相互

理解のもとに，河川利用の合理化，資源の有効利用，河川環境に配慮した水資

源開発が進められることとなり，これらが実現することにより技術革新がなさ

れたのと同様の効果があると判断されるからである。

ところで，東京大学の中山幹康先生は， r地学雑誌.1 (2007， 4， 24) に発表し

た論文「国際流域での水の配分をめぐる係争と協調」のなかで「中国は，メコ
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パレート最適状態が拡大された状態(技術革新等により)

最適解Pが新たな最適解p'に移動している。

図2

ン川の水資源利用に関して下流固と交渉することに利益を見出していないが，

他の地域開発枠組みにおいては，下流固と協調している。」と中国は，国際協

調する可能性があるかのごとき主張をしておられる。確かに中国の行動がハー

モン主義の下にすべて行われているわけではない とは言えるかもしれない

が，メコン河委員会の存在が薄れていることをもって，それに参加しないこと

を正当化し，更に悪戯に新たな秩序を作ることを良しとするのは認められない

のではないかと思う。テーブルにも上がっていない利益を持ち出しそれを根

拠に合理的解決策があるかのごとき主張は 論理の一貫性に欠けるところがあ

るのではないかと思う 16)。あくまでも，問題に直接取組み，同じテーブルに着

き共通の規範を形成してこそ合理的解決が可能になるのではないだろうか。一

方産経新聞社のワシントン駐在編集特別委員の古森義久氏は，その著書 rr無

法J中国との戦い方j(小学館101新書)で 中国には 次の三つの非常識があ

ると指摘し警告している。①多国間協議には一切応じないで二国間協議しかし

ない②国際規範を公然と無視する③相手の力を見計らって軍事力を行使する。

どちらの立場が的を射ているのだろうか。最近の状況を見る限り古森氏の指摘

が当を得ているような気がする。今後科学的 総合的，体系的分析が必要で、あ

ろう。
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6 国際河川の水資源開発と日本における水資源開発

国際河川における利益確保のモデル化を試みたが，これを機会に日本の河川

と国際河川との比較検討を行いたい。国際河川における水資源開発にかかわる

問題について， 日本において生じている水資源開発にかかわる諸問題と，さほ

ど差はないとする考えがあるようだが，その指摘は正しいのだろうか。私は，

国際河川と囲内河川とにおいて次の点において差異があると思う。①国際河川

においては，国際河川の開発と管理について，当事国が納得できる同ーの価値

観が形成されていないか，またはその形成が困難で、ある。②国際河川において

は，相互理解のための当然の前提条件としての同ーのテーブルがないか，あっ

てもとても壊れやすいのが常である。③国際河川においては，問題解決のため

の法整備，行政が形成されていない。④日本においては，河川法，特定多目的

ダム法，水資源開発促進法，電源開発促進法，損失補償基準等の法整備がなさ

れており，本来数財をめぐる多数当事者問の利益対立関係が，単に水資源ー財

に関しての配分問題として単純化されているため，利害調整が円滑になされる

基盤が整備されているのである。したがって 閏際河川と囲内河川において生

じる問題が，その発生原因が同質であっても，その問題解決のための環境は全

く異なるのである。

7 国際河川問題の解決の方策について 国際紛争解決の基礎一

紛争とは，二国聞における法または事実の点に関する不一致であり，法的見

解または利益の衝突である(マグロウチス事件先決的抗弁判決17))。囲内社会

では，司法機関やその決定の執行担保する機関が存在するが，国際社会では，

そのような機関制度は存在しないので，如何に国際紛争を解決すべきか問題と

なる。国際法の教科書は，そのような場合における紛争解決手段として次のも

のを挙げている 18)。①交渉 当事国同士の交渉により紛争解決を図るもの②周

旋と仲介 第三国が紛争当事国の和解を援助するもの③審査 中立な国際委員

会が事実問題を調査することで紛争の解決を図るもの④調停 中立な第三者が

事実問題のみならず法的問題を含めて検討し紛争の解決を図るもの⑤国際機関

による紛争処理 国連等の機関による紛争処理⑥仲裁 紛争当事国が紛争発生
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後に付託合意を締結して 当事国が選んだ仲裁人により構成される仲裁法廷に

紛争を付託するもの⑦国際司法裁判所 常設性のある国際司法裁判所による国

際法の適用により紛争の解決を図るものである。現在メコン川には，メコン河

委員会が設立されているが，上記のどのレベルに位置するのだろうか。⑥⑦の

レベルにはないようだが，①から⑤までの段階のいずれかにあるようだ。もし

くは，混在した形で存在していると思われる。前に述べた通りメコン河委員会

に中国とミャンマーが参加していない。多くの国が参加することにより，そこ

で共通の規範が形成され，それが法規範として意味を成すことにより，事実的

かっ法的問題としての紛争の解決に繋がるのではないだろうか。

8 メコン河委員会について

メコン河委員会は. 1959年「メコン川流域の持続する開発協力に関する協

定」が締結されることにより成立した(表3)。そこでは，水資源開発を中心

課題として次の理念が参加国に共通理念として認識され機能している。①合理

的かつ平等な河川利用を図る。(第 3章第4項)②支流域間の利水と支流域聞

の転流については，合同委員会への通告が必要である。(第 3章第 5項)③本

流開発にあたって，雨期の転流は，合同委員会による事前協議でよいが，乾期

の転流については，案件ごとに特別協定が合同委員会で合意される必要があ

表3 メコン河委員会成立までの経緯

時期(年) 関係閏，関係機関 事業内容

1856 フフンス，シャム メコン河の開発と利用に関する協定

1926 フランス，シャム インドシナ開発に関する協定

1947 アジア極東経済部会 ECAFEの設立

Preliminary Report of Technical Problem Relating to 

1952 ECAFE. Dr. Shen-Yi Flood Control and Water Resources Development of 

the Mekong 

1956 USBR Reconnaissance Report Lower Mekong River Basin 

1957 下流4か国 メコン委員会設立

1959 メコン川流域の持続する開発協力に関する協定

1978 暫定メコン委員会設立

1992)がら 1993 アジア開発銀行 大メコン開発計画

備考:本表の作成に当たり.rメコン河流域の開発j(コーエイ研究所 吉松昭夫他(山海堂))

を参照した。
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る。(第 3章第 5項)確かに，メコン河委員会の協定は，水資源開発のみなら

ず，航行利益，環境保護，規範違反への対応等まで配慮、した立派な協定である

が，なんといっても水資源開発を主としたものである 19)。そしてこのメコン河

委員会は流域の周辺諸国の参加の下，政治不信の解消にも成果を上げているこ

とは，特筆すべきことである。ただ，このメコン河委員会には，中国とミャン

マーが参加していないばかりか メコン川上流域で，強硬に単独で河川開発を

進めている。さらに近年ラオスが メコン河委員会と協議のもと工事に着手し

ないとしていたサヤブリダムに合意のないまま着手してしまったのは，メコン

河委員会の内部からの崩壊を示唆する重大な危機であるとおもわれる。メコン

河委員会に参加してこそ，そこでの理念が規範として作用し，参加国に対して

利害調整の法的効力を有することになるのであるが，参加していない国に対し

ては規範としての効力は働かないのである。さらに委員会に参加している国の

規範違反行為は，規範の効力にマイナスの効果を与えるのは間違いないだろ

つ。

それではなぜ¥メコン河委員会に参加しない国が出るのだろうか，なぜメコ

ン河委員会の歩調が乱れるのだろうか，考えてみる。関係各国のそれぞれの政

治，経済事情は異なり，メコン川の開発利用に対する対応も固によって異なっ

ているのは当然で、ある。例えばラオスの経済状況は，メコン川関連の他諸国に

比較して極めて遅れている状況(表4)からして，この状況から脱却するた

め，他国に売電することにより国家収益を得て緊急に経済の安定を図ることが

急務なのである。そこで単純に水だけの開発の合理性を求めるのは，関係国が

政治的また経済状況の中で国政を決定している中では，合理性を見いだせない

のである。

すなわち，メコン川の開発計画は，それぞれ事情の異なる関係国の利益を包

含できる柔軟なものが求められているのではないだろうか。以上からすると，

メコン河委員会の規約は，非常に立派なものであるが，関係諸国の政治経済状

況を踏まえ再評価されるべきではないだろうかと思う。ここでメコン川開発の

歴史的経緯を見てみると，ベトナム戦争終結前後にアジア開発銀行がメコン川

下流域の諸開発計画に参加している。この点について，開発銀行の幹部は，メ

コン河委員会は水の問題を扱い，開発銀行は，地域開発にかかわる旨発言して

いるが20) 両者の関係をより明確にすべき機会であったのではないかと思われ

る。今後の大きな課題であろう。
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表4 メコン川関連諸国

フオス 中国 ベトナム カンボジア ミャンマー タイ

人口(千・ 2011) 6，288 1，347，565 88， 792 14，305 48，337 69，519 

面積〈万 km2) 28.88 960 32.92 18.1 67.86 51. 32 

首都 ヴェンチャン 北京 ノ、ノイ プノンペン ヤンゴン ノてンコック

政体 共和制 共和制 共和制 立憲君主 共和制 立憲君主

(一党独裁) (一党独裁) (やや軍臭)

百号口豆口 ラオEft 中国語 ベトナム語 クメール語 ピルマ語 タイ語

国民総生産 6，284 5，970，472 221， 712 9，675 42，026 305，090 

(百万$. 2010) 

1人当国民所得 1，005 4，529 684 876 2，341 

($・ 2010)

成長率(%. 2011) 8.08 9.42 5.89 7.08 5.46 8. 05 

失業率(%. 2011) (2005)18.3 4. 1 7.4 (2004) 7.1 O. 7 

識字率(%. 2010) 72. 7 94.3 93.2 73.9 92.3 93.5 

平均寿命(歳.2010) 64.8 73. 1 74.4 61 61. 2 68.9 

出生率(克0・2003) 35 14 20 24 34 17 

死亡率(%0) 12 7 6 11 10 7 

主産業 農業 農業 農業 農業 農業

工業 水産業 水産業 製造業

林業 工業 工業

木材加工

水力発電

主資源 木材 石炭 米 米 米

錫 鉄 木材 (農産物) ゴム

石炭 燐鉱石 ゴム 木材 錫

石油 石油 チーク

ゴム 天然ガス 天然ガス

輸入額(百万$. 2011) 1，746 1，899，180 94，518 5，030 9，330 8，307 

輸出額(百万8・2011) 2，060 1，742，070 104，041 7，500 9， 109 13，512 

主要貿易相手国 タイ，中国 米国， 日本 米国，中国 米国，香港 タイ，中国 日本，中間

ベトナム 香港，豪州 日本，韓国 カナダ，中国 インド 韓国

韓国，豪州 ベトナム，タイ シンガポール

出典:

* インターネット

* 世界各国要覧 I改訂版東京書籍編集部(編) 東京書籍 2006 

* 国際連合世界統計年鑑 Vol.53 国連統計局(編) 原書房 2010 

* 世界国勢図会 201212013 矢野恒太郎記念会(編) 矢野恒太郎記念会 2012 

水利科学 No.336 2014 

監i



注

1) 酒井啓亘『国際法J第 3章有斐閣

2) 合回正良編集『銅山川疏水史』

3) 遠藤嵩浩『国際河川紛争の一考察

巻

4) Heather L Beach r国際水紛争事典.1 p114~117 国連大学出版局

5) Heather L Beach r国際水紛争事典.1 p124~127 国連大学出版局

6) Heather L Beach r国際水紛争事典.1 p97~100 国連大学出版局

7) 酒井啓亘『国際法.1 p175~177 有斐閣

8) 松井芳郎『判例国際法』第 2版 p420 東信堂

9) 小寺彰他『国際法判例百選』第 2版78事件有斐閣

松井芳郎『判例国際法』第 2版119事件東信堂

小寺彰他『国際法判例百選』第 2版64事件有斐閣

松井芳郎『判例国際法』第 2版103事件東信堂

砂田憲吾編著『アジ‘アの流域水問題』技報堂出版

井上秀典『国際水環境紛争における衡平な利用原則の検討』人間環境論集

Heather L Beach r国際水紛争事典.1 p14~16 国連大学出版局

松井芳郎『判例国際法』第2版 p420 東信堂

荒井一博『ミクロ経済理論』有斐閣アルマ

大西香世『メコン川における中国と下流国の国際流域の政治学J東大修士論文

酒井啓亘『国際法jp342 有斐閣

酒井啓亘『国際法』第4章有斐閣

吉松昭夫，小泉肇『メコン河流域の開発』付録 山海堂

吉松昭夫，小泉肇『メコン河流域の開発j第 3章流域開発の推進

穂署必号ー、
8

7

2

η

116 

ハーモン・ドクトリンを中心に』法政論叢41

10) 

11) 

12) 

13) 

14) 

15) 

16) 

17) 

18) 

19) 

20) 山海堂

(原稿受付2013年 6月26日，原稿受理2013年 8月22日)
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