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世界の 水法 （1'「〉

一一西欧とイスラエルの水料金一一ー

三本木健治

I 水法と水経清

世界史における最古の水法が，おそらく紀元前21世紀のハンムラピ法典の水利関係

法条に湖ることができるとすれば，水法は少くとも 4,000年の歴史を有するものとな

る。単に人と人との関係を規律する法制は，社会的関係の変化に応じ，旧時代の遺制

としての興味を喚起するにすぎないものが多いが，人と物との関係，とりわけ悠久不

変の自然物に対する人間の係わり合いに関する法制的規律は，いかに古い時代のもの

であっても，現代的な意義と学的関心を失わない。この分野では古代以来，様々の重

要な法理念が，繰返し姿を変えて現れて来ることは，すで、に幾つかの論題について述

べたとおりである。

水法学の対象とすべき水に関する法制度がこのように永L、歴史を有するのに対し，

水に関する経済学は， 1776年のアダム ・スミスの国富論における言及υをその端緒と

するとしても，高々 200年を数えるのみである。それは，当然のことながら，現代世

界につながりを有する経済機構を対象とした，いわゆる経済学の世紀が，漸くその時

期に開幕したことに即応している。しかしながら，その後の経済学の発展が，必ずし

も法学との間に緊密な関係を結んでいなかったことは，水と人との係わりの側面にあ

っても例外ではなく，水法と水経済を総合した本格的な政策学の世紀を迎えるに至っ

たのは，おそらくアメリカのニューディール政策の一環としてのTv Aによる総合開

発によってであり，その歴史は未だ半世紀も経過していない。

水の経済学は，現在なお若く新しい分野である。 それには様々な阻害要因があり，

大局的には，より広汎な資源経済学，ないしは環境経済学とも称すべきものの総合体

系化を侠って解決されることとなろうと思われるが，その貨任の一端は水法制度が未
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整備であることにも求められるようである。すなわち，水法との関連における水の経

済的アプローチの現状と問題点の基本的特徴には，次のようなものがあると思われ

る。

(1) 水の公共性 ・私権性の観念が混在し，多くの実定法規上も不明確な面が残され

ていることも反映して，水の価格の本質ないし水に関する経済的負担を帰属せし

めるべき実体が必ずしも明らかでない。けだし，商品であることが疑い得ないの

は，びん詰めされた水の如きもののみである。

(2) 多くの水法規定が，水の権利取得のルーノレのみを定め（これも極めて不完全ま

たは概括的で、あることが多い 例えば，河川法第23条），水の使い方のノレール

にふれていないことに対応して，水の経済学は，供給面のフィジカルな条件の分

析に偏し，消費者の水需要の経済的・財政的コントロールの条件を形成していな

い。かくしては，需要と供給の関係を基本とする従来の経済学の応用の可能性は

疑わしい。

(3) 水配分の原則ないし水利用のプライオリティを定めることは，ある意味で、はー

国の経済指標ないしは一地域の経済計画を定めることに近い。このような実情を

背景として，経済的先進国においては，水の配分とプライオリティを定める基準

およびその手続を水法規定に有するものは，むしろ少ない。そこでは，水に関す

る経済観念が部門別に形成され，そのために総合的な水経済の把握が困難となっ

ている。

(4）経済開発に伴う水の量的・質的な障害（水源の溜渇，水質の汚染など）に対す

る法的な手段は，それが社会生活上受忍し難い程度となったときにはじめて，権

利濫用の規制として事後的に措置されることが多い。このように，いわゆる外部

不経済を内部化させるための制度的装置（影響事前評価，汚染者負担の原則な

ど〉が未整備であることと相侠って，共有資源としての水に関する経済原則を貫

徹するためのコンセンサスが国民的憲章として明確にされていない。

(5) その他一般的に，実定法規定は，純粋に理念型的であるよりも，ある時代のー

園内の利害関係者の妥協の産物であること，また科学技術的 ・経済的な面で賢明

な見通しをもったものであるよりも、その時点での無誤謬性を第一義とする最も

慎重な態度に支配されるものであることから，つねに時代に遅れてゆくという面

をもっている。法学は祭司に，経済学は予言者になぞらえて見るならば，その間

の不斉合は宿命的である。

(6) これらの問題点は，実定法そのものにまつわるものであるばかりでなく，法の

運用者および利害関係者の意識構造にも連っている。法制度は，広く社会の経済

的利益を保全しようとする一方では，個人に経済的安定を与えるものである。そ

の面の弊警の一例として，「水の浪費は，どこでも嘆かれているが，専用権制度
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それ自身が，より有効な水利用をほとんど奨励しないものとなり，事実上権利

の拡大をねらう水の浪費を促進するものであるJことが指摘されるに至ってい

る2）。

以上のような難問が現に山積しているにもかかわらず，より妥当な総合的水政策を

推進するという現代的要請に応えて，水法と水経済を有機的に結合させるために，近

年の国際会議等においても，数々の問題提起がなされている。次に示すものは，その

中の代表的な事例である。

【A 国際水法学会の勧告（1976.2. 対国連水会議内】

勧告A-5, 9 

諸政府は，水資源、の所有関係，利用および有害な影響に対する保全に関し，一般に

行われている次の諸原則を考慮すべきである。

…適切な賦課金の設定と実施は，水の効率的利用を達成するための最も有効な手

段である。

……水の性状に対する有害な影響は，第一にその根源、において，第二にその発生地

点において防除されなければならない。汚染に関しては，その費用は，汚染者に負

担させなければならない。

勧告D-16

諸政府は，その水政策の策定に際して，その関連での法律の役割は次の事項を保証

するものであることを考慮すべきである。

……政策決定者は，決定権を行使するに際して，最も関連の深い経済的知識を考慮

する必要がある。

・・コスト ・ベネフィットについて厳密な研究を行うべきである。選択的な法的手

段についての経済的 ・社会的および生態的コストは，どこでどのようにして法的規

制が適用されるべきかの選択を行う前に，注意深く検討されるべきである。

勧告F-20

法律は，水の欠乏または不足の場合に応じて消費を調整することを許容する流動的

規準を有するものとすべきである。

勧告G-41

水料金の決定は，行政費用を水利用者に割当てる手段として，水の有効利用に適し

たインセンティヴたる手段として，また，国家的資源である水の濫用・浪費および汚

染を有効に規制するための手段として，従来以上に活用されるべきである。
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【B チャールズ・ W ・ハウ教授の報告（1976.11. 対国連水会議）勺

＜規準＞諸プログラムは，経済的に有効なものでなければならない。経済的有効性

からの布離は，他の窮極目標から，明確に正当化されるものでなければならな

し、。

＜好ましい特徴＞

(1) 水計画およびプロジェクトの評価は，制度的に建設事業から分離されること。

(2）費用便益率は，必要条件としては 1.0であるが，後進地域のプロジェクトを除

いては， 1.5を超えることが要求されること。

(3）長期的に見て益々増大する水のコストを反映して，行動抑制的料率（価格構

造）が用いられること。

(4）濯瓶用に供給される水については，法律によって限界コストが設定されるこ

と。

(5) 都市用水の供給は，つねに，厳格な商業ベース（完全なコスト回収）の上にな

されること。

(6) 他の社会的目標は，明確なウェイトを与えられること。

(7) 適切な所得配分および社会不安の緩和は，計画の目標として，明確に掲げられ

ること。

(8) すべての利害関係者は，プロジェ クトの経済的分析に反応するよう要求される

こと。

(9) 河川流域行政機構は， L、かなる取水または水消費に対しでも，料金を賦課する

権限を有すること。

(10) 生産工程の改善（特に公害のコントロールに関して重要であるもの）を含め，

流域の利益となる事業を行う場合には，補助および融資が受けられること。

叫水質の悪化には，料金支払の義務を伴うこと。

帥 私的活動の有効性は，取水料金によって方向づけられること。

同 人々の使用パターンを教化し，かっ，判定するため，消費に関する準則が用い

られること。

同高度に組織されたユーザーの連合体が，有効性および適切な行動を推進するこ

と。

＜好ましくない特徴＞

(1）便益を利用に連携させないで，需要者の要求度の判定がなされること。

(2）水供給はつねに他の条件に即応するであろうという期待のもとに，概括的な水
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なし計画が着手されること。

(3) 何ら技術的分析がなされないで，政治的便宜主義に多くの比重がかけられるこ

と。

(4) 水利用の許可が永久に一定の土地に付着しているか，さもなければ，水の所有

関係が，現存の水供給を各種用途聞に移転させることを困難にしていること。

(5) 建設資金に比較して，計画・実地調査・研究および評価のための予算と時聞が

不十分であること。

(6）純社会利益よりも政府への資金還元を最大にするために投資がなされる傾向に

あること。

(7) 量に関係させた料金によるよりも，資産課税を通じて，水料金が支払われるこ

と。

(8) 操作および維持の費用は，特に農村の水プロシェクトにあっては，便益的料金

によって完全に回収されるということがないこと。

ここに掲げた幾つかの項目は，現代世界各国に共通する最新の問題意識を提示する

ものであろう。筆者の見聞した限りでは，これだけの事項であっても，完全に解決し

た国は未だないと恩われる。これを我国の現状に照らして考えた場合，どのような分

析と評価がなされるかは，ここに詳論できないが，水問題の経済的アプローチとその

制度的検討には，多くの研究が今後も必要となろう。

本稿においては，そのような研究の一端とするため，諸外国水法中の水料金に関す

る特色ある規定の幾っかを整理し，比較することとしたい。当然のことながら，実態

として存在する水の経済問題は，極めて複雑多岐にわたるものであり，水法に反映さ

れているのは，その僅かな部分にしかすぎないが，それを手がかりに，各国の水経済

法制上の何らかの理念を探るのが，本稿の同的である。

注

1) アダム ・スミスの『諸国民の富』 （大内兵衛 ・松川七郎訳，岩波文庫版）の中

には，水に関して僅かに次の文言があるが，これらは，近代水経済学の出発点た

るにふさわしい論説と言えよう。

「最大の使用価値（valuein use）をもっ諸物がほとんどまたはまったく交換

価値（valuein exchange）をもたないばあいがしばしばあるが，その反対に，

最大の交換価値をもっ諸物がほとんどまたはまったく使用価値をもたないばあ

いもしばしばある。水ほど有用なものはないが，それでどのような物を購買す

ることもほとんどできないであろう。」（第一編第四章一一水の非商品性）

「土地所有者の階級は，土地の改良に随時に費用を支出することにより，年々
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の生産物に寄与するのであって，このために，耕作者は同ーの資本でより多く

の生産物をつくることができ，したがってまたより多くの地代を支払うことが

できるのである。この増加地代（advancedrent）は， 土地所有者が自分の土

地の改良にこのように使用する費用または資本に対し，当然この所有者に支払

われるべき利子または利潤とみなしてさしっかえない。J（第四編第九章一一地

主制における水利費用負担）

「株式会社が排他的特権なしでも成功的に営むことができそうに思われる事業

は，そのあらゆる活動を日課に還元してしまえる事業，つまり，そうし、う活動

をほとんどまったく変更する余地のない型にはまった方法に還元してしまえる

事業だけである。この種のものとしては，第一に銀行業，第二に火災・海難お

よび戦時捕獲に対する保険業，第三に航行可能な掘割または運河を開設したり

維持したりする事業，そして第四に，大都市への給水というこれと類似の事業

がある。」（第五編第一章一一自由放任主義下の水企業）

2) 国際水法学会第2回国際会議（1976年2月，カラカス）における米国連邦司法

省ウォルター・キーチェル（WalterKiechel Jr.）次官補の報告「米国水法の欠

陥とその有効性の程度（WaterLaws of the U.S. : their de五cienciesand degree 

of effectiveness）」より。この引用文は， 1975年4月にワシントン D.C. におい

て開催された全米水会議が，その一つのパネルとして提示した現行の水法・水利

権および制度的実態についての5項目の総括的評価の一部である。

3) 日本河川協会「河川」昭和51年6月号所載の拙稿「国際水法学会第2回会議の

成果121」参照。引用した勧告文は，法制と計画は，ともに政策を実現するための

手段的役割を有するという前提を置いて，これらの経済的政策の達成のために必

要とされる法制上の問題について考察を行った成果で、ある。

4) チャーノレス ・W ・ハウ（CharlesW. Howe）教授は， コロラド大学経済学部

教授。ここには，国連水会議事務局からの要請に基づいて助言的資料とするため

水に関する計画・管理上の問題に関して世界各地の大小約20ヵ国の現状を分析し

た結果をまとめたもののうちから， 主として経済的な側面の評価がなされている

部分を抜粋した。

II 西欧における覆水料金制度

一般に取水料金は，近年各国の水政策上重要な課題となってきた排水料金と比較し

て，長い年月にわたる沿革を有しており，規制的であるよりも保護政策的，意図的で

あるよりも自然発生的，費用弁償的であるよりも特別の特許料的な側面が強く，各地

の特殊事情によりそれぞれ異る要素を有する。どのような水料金も，水の価値の絶対

水準として，経済的な意味で，適正妥当なものとは必ずしも言えない。そのような事
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情を背景に，経済情勢の変化に伴って改訂がなされることがあっても，その結果とし

て決定されるものが，従来の経緯から大きく脱却することにも限界がある。

そのような一般的前提を置きつつも，西欧諸国の取水料金の定め方に共通する大き

な特徴は，取水された水の還流の有無・程度によって料率が大きく変るという点であ

る。西欧諸国においては， 「英国の自然、流の原則」に見られるばかりでなく，水は可

能な限り良好な状態でもとの流域に還元しなければならないものであるという考え方

が一つのフィロソフィーとして定着している。この点については， 1968年5月にスト

ラスプールにおいて採択された「ヨーロッパ水憲章 （EuropaischeWasser-Charta）」5)

中の一項目として，次のように宣言されている。

「使用された水は，さらに次の公的・私的利用に支障を与えないような一定の状態

で，再び水流・水面に還流されなければならない。」

以下には，代表的な西欧諸国における取水料金その他各種の料金負担について略説

する。

A イタリア

統一水法典第35条は，公水体からの取水について国に支払うべき料金を，次のよう

に定めている。（1961年現在）

(1）診透水・残余水を還流させる義務（obbligodi restituire le colature o residui 

di acqua）のない飲用水および港紙用水・ 0.lffil/sec.につき年額16,000リラ。

(2）使用後に還流させる義務のある場合：上記の料金は 8,000リラに減額される。

(3) 量水計がなく，排水の方向が定まらない濯務用水： 1haにつき年額 160リラ。

(4) 水力発電 lkWにつき年額1,312リラ。

(5) 以上を通じての最低料金：年額960リラ。

第36条の規定は，上記の原則の特例を定めている。

(6）濯統と土地改良（bonificazione）とを同時に行う場合：還流義務がないもので

あっても（1）の半額に減額される。

(7）干拓（colmata）による土地改良における灘減用水 ：5分の 1が減額される。

(8) 港紙と動力が併用される場合・動力に用いられる部分について高額の料金が課

せられる。

(9) 秋分から春分までの期間における冬期用水（acquejemali）：半額に減額され

る。

第35条および第36条に定めのない目的のための取水については，公共事業相が，公

共事業審議会に諮問して，その料金を定める。その一例として， 1936年3月の通牒に

より，

UOl 還流義務のある工業用水（冷却水）については，潅瓶用水（2）と同様とされる。
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さらに第37条は，次のような料金免除の特例を定めている。

帥市町村，公的福祉施設および土地改良組合が無料で飲料水供給を行う場合に

は，公共事業審議会に諮問して，取水料金を免除することができる。

ただし， 1939年2月の国務院全会決定 （ConsiglioStato, Adunanza generale）に

よれば，飲料水のための利用と，家事用・衛生用および水飼用の水の利用とを混同し

てはならない。水質が飲用に適する水はすべて料金を免除するという趣旨ではない。

このほか，水源地域の整備・開発のために地元の市町村に支払うべき特別の追加料

金の制度がある。第52条および第53条と これに基づく 1953年12月制定の特別法は，次

のように定めている。（1959年12月改訂のもの）

同 水力発電のための大規模取水を行う場合： lkWにつき年額800リラ。ただし，

山岳流域（bacinimontani）にあっては， 1,300リラ。

水力発電の盛んなイタリアにおいては，このような水源地域対策のための特別の経

済的負担が，戦後間もない時期から行われて来ている。

B 西ドイツ

西ドイツには，水利用者の共同組織として19世紀中葉以降の歴史を有する水・土地

組合（Wasser-undBoden Verband）が多数存在し，各地で広汎な権限を行使してい

るが，その中で、も特に顕著な活動を行っているのは，西ドイツ有数の工業地帯にある

ル｛ル河組合 （Ruhrverband）およびルール流域堰堤組合（Ruhrtalsperrenverein) 

である。

1913年制定のルール流域堰堤法によれば，ルール河およびその支流から年間3万d

以上の水を直接（河川水）または間接〔地下水等）に取水する施設ならびにこれらの

流水を動力として利用する施設を所有する者は，組合に加入しなければならない。

（第 1条） 組合は，ルール河への有害な廃水を除去し，かっ，ルール河およびその支

流の水利を改善することを目的とする。（第2条） 組合は，ルール流域堰堤組合（R

TV）と称し，公法人である。（第3条） 組合が行う資金の調達と分担金の割当て

は，第12条から第27条に定めるところであるが，これを要約すれば次のとおりであ

る。組合は，取水施設および水力施設を所有する者から，標準的には 100d当り 2マ

ルクの従量料金を徴収する。この料金は，組合定款（1970年5月決定）第28条によっ

て，次のように還流の度合およびその汚濁負荷の可能性に応じて格差が設けられてい

る。

(1) 流域分担金の標準額に対する格差料率

A 本川および支流からの継続的取水 110% 

B 還流される場合 40% 

c, 90%以上還流させる自家用取水 15% 
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c.冷却用水 6% 

c，揚水貯水池 2% 

ただし，流域に影響を与える本Jll，支流以外の水域（地下水等）からの取水につい

ては，これを半額に減ずる。

(2) ルール河川組合（RV）への分担金の割振り

水力施設所有者は対象外とし，（1）の区分により，標準分担額に対する格差料率

はA. 100%, B : 65%, C，・ 20%, c.: 6 %である。ただしRVの浄化施設が

上流側に存しない地点で取水されるものであるときは，これを半額に減ずる。

上述の事例は，特に水量・水質両面において水資源が貴重なものとされるルール地

方の特色ある制度であるが，一般的に行政庁が徴収する料金は，従来から，手数料的

なものにとどめられている。 1913年の旧プロイセン水法第80条は，特許された権利

（号｜水権，注水権，貯留権，運河開設権，物揚場設置権，公衆水浴場設置権など）の

価値の概ね千分の lを特許手数料として規定していた。1957年の連邦水管理法第4条

第2項第3号は， 「公水体の利用に伴う公共の福祉の損害を防止 ・調整するため公法

上の法人が行う措置の費用に対する妥当な負担金（Beitrage）を起業者に課すること

ができる」ものと規定して，特別の場合の報償的な料金負担の根拠を置いたほかは，

一般的には手数料ないし特許料的なものの徴収しかなされていない。その一例とし

て，バーデン ・ヴュルテンベルク州の使用料手数料令においては，連邦水管理法第7

条の許可（通常の水利用の許可）については， 20マルクないし 5,000マルク，同法第

8条の特許（特定の事業計画に基づき確実な法的地位を与えるもの）については，

500マルクないし20,000マルクと規定し， その下限および上限を定めるのみである。

これらの連邦法の規定および旧法以来の各州｜の運用が， 本来の水料金（Wasserzin)

または水利用料金（Wasserbenutzungsgebilhr）を定めるものではないということは

連邦水管理法の起草者自身も認めているところである。我国の河川法による流水占用

料の実情は，このようなドイツ水法の行政面の限界も継承しているように思われる。

c フランス

公共河川および内国航行に関する法律（1898年水法）第35条は，公共水流または可

航水路からの取水の許可を受けた者に対する賦課金（redevance）の徴収の根拠を置

いている。この規定を実施するために1948年11月制定されたテ、グレは，次のような料

率を定めている。（1974年5月改訂のもの）

(1) 発電用取水 kW当り年額1.5～6フラン

121 その他の取水年間最低25フラン（定額）

プラス加算額（取水継続時間別）

1,000時間までにつき 1ffil当り0.60フラン
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1,001～3,000時間につき 同0.40フラン

3,001時間以上につき 同0.25フラン

ただし，この加算額は，取水地点の近くで河川に還流される（restitu品ea la rivie-

re）場合には，可航河川にあっては， 1ffil当り0.10フラン，非可航河川にあっては

同じく0.05フランに減額され，また公共水道のための取水も， 1ffil当り0.05フラン

に減額される。

このほか， 1964年12月制定の水法は，受益者負担の原RIJに基づく新しい賦課金の制

度を定めている。すなわち，

(3) 県若しくは市町村の事務組合またはその連合体（！escollectivites et leurs gr-

oupements）は， 水の汚染防止，洪水防禦または各水体の維持改良の事業を実施

するために，その必要とこれによる受益の程度に応じて賦課金を徴収し，関係の

公共団体に配分することができる。（第12条）

(4) 国の監督の下に上記（3）の事業を行うために設立される公の営造物 (I’etablisse-

ment public administratif）の理事長は，当該事業の必要とこれによる受益の程

度に応じて，賦課金を徴収することができる。（第17条〕

(5) 大河川を中心に全国を6つの流域群に区分してそれぞれの区域において総合的

な水資源開発と水汚染防止を行うため設置される流域財団（agencefinanci色re

de bassin）は，財団の活動が必要・有益と認められ， または受益があると認め

られる範囲内で，賦課金を徴収し，国からの交付金とあわせて，自ら実施する事

業の財源とし，またはその代りに公共の利益に資する事業を行う者に対する補助

若しくは貸付の原資とすることができる。（第14条）

流威財団の取水賦課金の一例として，フランス西南部のアドウール ・ガロンヌ流域

における料率（第6次全国水経済計画期間1971～1975年に係るもの）は，次のとおり

である。（単位 lOOffil当りフラン）

地表水

地下水

対消費量 対還元量

1. 4～2.4 

2.5 

0.4～0.8 

0.9～1. 5 

ここにも見られるように，取水された水が還流されるものか否かにより，賦課金に

差が設けられている。

(6) 水需要と水配分の計画の公益性を確定 ・明示し，分水・取水および汲上げにつ

いて特別の許可を要する水流・水源 ・地下水域および湖沼を指定してなされる水

開発特別区域（Zonesspeciales d’amenagement des eaux，第46条）において

は，新規利水者は，その受話に応じて賦課金を徴収される。既得の水利権者が，

その水量を増加することを申請する場合も，同様とする。（第53条）

さらに，水消費者に対する特別の賦課金の制度がある。
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(7）住居地域の改善（ameliorationde l’habitat）のために設置される国営基金

(fonds national）の収入として，自ら居住するために家屋を所有する者に対し，

都市計画 ・住宅法（Codede l'Urbanisme et de l’Habitation）の諸規定による

賦課金に付加して，その建築の年から20年間，賦課金を徴収することができる。

（公衆衛生法 Codede la Sant邑Publique第35一7条）

(8) 地方部に上水を集団的に導水する際の年賦の軽減および配水工事の費用の貸付

のために設置される導水路開発（developpementdes adductions d’eau）の国営

基金の収入として，給水の利益を受ける消費者から，次のような料率（1968年8

月改訂）による賦課金を徴収することができる。（市町村行政法 Codede !'Ad-

ministration Communale第408条， 409条）

a 家庭用水 lOOrn3当り 4フラン

b 工水および農水

6,000rn3まで lOOrn3当り 4フラン

6,001～24,000rn3 同 2.5フラン

24,001～48,000rn3 同 1フラン

48,00lrn3以上 向 0.6フラン

c 使用水量に代えて管径で算定する場合

16阻まで 年額 3フラン

17～2omm 

21～30mm 

同

同

6フラン

12フラン

31～40阻 同 32フラン

41皿以上 向 40フラン

以上のような賦課金は，水料金の絶対水準を形成するものではないが，様々な角度

から各種の行政法規を駆使して，経済的合E理性を実現しようとするフランスの考え方

を窺うことができる。

注

5) 「ヨーロッパ水憲章」の全文12項目については， 「河Jll」昭和50年8月号所載

の拙稿「西ドイツの水保全対策」参照。引用したもののほかに，次のような項目

も収められている。

「何人も，公共の福祉のために，経済的かつ細心に水を使用しなければならない

義務を有する。J

III イスラエル水j去における水料金制度

1959年8月13日（ユダヤ暦5919年11月9日）に公布されたイスラエル水法は，世界
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で最も優れた現代的水法典の一つである。 1948年にイスラエル国が創建される以前の

この地域には，オスマン帝国のマジェレ法典以外に水法として見るべきものが存しな

かった。国家発展のため不可欠な水法典の制定には多年にわたり英知が結集され，最

も貴重な資源である水の保全と適正利用に関する斬新な考え方が体系的に構成されて

いる。以下には，全 159ヵ条に及ぶ水法典のうち，水料金についての特色ある規定を

紹介してみたい。

1. 前提となる諸概念および水行政機構

イスラエルの水資源は，公共の財産（publicproperty）であって，国家がこれを管

理し，住民の利用および国の発展に供されるものである。（第1条） 水法にいう「水

資源、」とは，湧泉， i菜流，河川，湖沼その他の水流および水面をいい，その場合にお

いて，地表 ・地下，天然・人為 ・人造（natural,regulated or man made）を問わず，

また，水が常時若しくは断続的に上昇し，流動し，または停滞するかを問わないもの

とし，排水および下水を含むものとされる。（第2条） 何人も，水を供与され，利用

する権利を有するが（第3条）， いかなる土地に関する権利も，その土地に存し，横

断し，または接する水資源、に対する権利を含むものではない。（第4条） 水に対する

権利は，家事用，工業用，手工業 ・商業・サービス業用，公共サービス用のいずれか

に関するものでなければならず，当該目的が消滅すれば，水に対する権利も消滅す

る。（第6条）

何人も，その管理下にある水を有効かつ節約して取扱うこと，その管理下にある水

施設を良好な状態に置き，水の浪費および汚染を防ぐこと，いかなる水資源も閉塞・

沼渇 ・汚染させないことの義務がある。（第9条） この義務が守られていないと認め

られる場合，水長官（WaterCommissioner）は，必要な命令を行L、，または自ら必

要な手段をとることができる。（第11条） その費用は，義務違背者から徴収する。

（第12条） これらの命令または費用の請求に関する異議申立ては，水裁判所（The

Tribunal for Water Affairs）が管轄する。（第13条）

農業相は，水評議会（WaterBoard）に諮った後，水の量，質，価格および供給・

利用の条件に関する規準並びに水の有効かつ経済的利用に関する原則を定めることが

でき，その定めがなされたときは，何人も，これらの規準および原則に従わずに水を

供給または利用してはならない。（第21条）

農業相は水供給システムを全国的規模および地方的規模で運営するため，それぞれ

中央水企業庁（NationalWater Authority）および地方水企業庁（RegionalWater 

Authority）を設置することができる。（第48条～50条） 水供給計画案の技術的 ・経

済的審査は，計画審議会（PlanningCommission）が行う。（第63条）
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2. 水料金の中央コントロール

ここで「水料金（WaterCharges）」とは，水の価格（priceof water）その他の水

の供給に関する対価（consideration）をいう。（第109条），水を供給する者は，消費

者に対すると他の（第二次的） 供給者に対するとを問わず，供給した水の明細および

その計算方法を，水長官の要求に応じて提出しなければならない。（第110条）

農業相は，水評議会に諮った後，水料金の計算に関する原則を定めることができ

る。この原則は，利子，減価償却その他の費用を含めて，水の生産および供給の実際

の費用を基礎としたものでなければならない。（第111条） また，農業相は，一般的

に，または特定の地域若しくは特定の種別の供給者に関して，水料金の料率表を定め

ることができ，さらに，水の用途，季節，時刻および地理的・地形的その他の要件に

応じ，水供給システムの収益性，消費者の経済状態およひ、当該用途のために必要な水

（の賦存）を考慮して，水料金に等級づけを行うことができる。（第112条）

料率表が適用される供給者および消費者は，あらかじめ，怠見を述べ，かつ，提楽

を行うことができる。また，農業相は，内務相と協議した後でなければ，地方の企業

庁に供給される水の料率表を定めてはならず，内務相の同意、がなければ，地方の企業

庁が供給する水の料率表を定めてはならない。（第113条） 供給者は，定められた料

率表によらずに水を供給してはならず，従前のし、かなる水料金の支払いに関する契約

にも，料率表が優先する。（第114条）

3. 水料金調整基金一一原水単価の公平化

国内の異なる地域内の水料金の差異を緩和するため， 調整基金（theAdjustment 

Fund）が設置される。調整基金は，法人（corporation) とし，水長官が管理する。

（第116条） 調整基金の資金は，調整課税（adjustmentlevy）その他の原資でまかな

うが，農業および工業生産に使用される水への課税からまかなうものは，全資金の20

パーセント以下でなければならない。（第117条）

農業相は， ;Jc評議会に1寄り，凶会の財政委員会の／止d、を得た後，供給者および生産

者が，水の軍の単位に比、じて計算される調盤基金への支払い（調整課税）を行うべき

地域および水供給システムの種別を定めることができ，また，農業相は，水の用途お

よび水の利用，特定の製品の生産のために必要な水の量に関するあらゆる条件，地理

的・地形的要件に応じ，消費者側の水の価格を考慮して，調整課税に等級づけを行う

ことができる。課税がなされる地域および水供給システムに属する供給者，生産者お

よび消費者は，あらかじめ，意見を述べ，かっ，提案を行う機会を与えられる。（第

118条） 調整課税に関する異議申立ては，水裁判所が管轄する。（第119条） 調整課

税を課せられた供給者は，消費者に供給される水の各単位に対する料金に付加して，
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その単位に対応する調皇室課税に等しい金績を徴収することができる。（第120条）

農業相は，水評議会に諮った後，供給者および生産者が調整基金から補助（subs1-

dies）を受ける資格を与えられるべき地域および水供給システムの種別を指定するこ

とができる。この補助の算定基準等については，調整課税に準ずる。（第121条） 調

整基金から補助を受けた供給者は，消費者に供給した水の各単位についてその単位に

対応する補助の額に相当する額を，消費者から徴収する水料金から減額しなければな

らない。（第122条）

農業相は，水評議会に諮った後，調整法金の中に，数年にまたがる水料金の調整の

ための準備金（reserves）を設けることができる。ただし，各年度の調整基金の総収

入の10パーセントを超える額をこの目的のために割当てではならない。さらに，準備

金の総額は，いかなる予算年度においても，その前年度の調整法金の総収入の50%を

超えてはならない。（第123条）

4. 特別支払い 過剰供給等への課徴金

水長官は，次に掲げる水生産者または水供給者に対し，特別支払い（specialpay-

ment）を課することができる。

(1) 免許または規制lの条件において認められた量を超えて水を生産し，または供給

した者。

(2) 免許書に消費者名簿が付せられた場合において，当該名簿に名前が載せられて

いない者に対して水を供給した者。ただし，供給が予定されている土地・物件の

所有権または占有権の移転に伴い消費者の名儀が入れ替った場合を除く。（第124

条A)

特別支払の料率は，農業相が，水評議会に諮り，国会の財政委員会の承認を得て，

これを定める。この料率には，等級づけを行うことができる。（第124条B)

特別支払いを課せられた供給者は，水長官の承認を得て，その対象となった水を消

費した者から，支払いを要する額の全部または一部を徴収することができる。水長官

は，その消費者に意見を述べる機会を与えた後でなければ，この承認を行ってはなら

ない。（第124条D) 特別l支払いについての水長官の決定に関する異議申立ては，水

裁判所の管轄とする。（第125条E)

特別支払いの賦課から得られる収入は．調整基金へ繰入れられる。（第124条G)

5. 補説一一水計量法その他水法の運用実績

1959年の総合水法を策定する過程において，特に水料金制度の円滑な実施を準備す

るために，全14ヵ条の水計量法（WaterMetering Law）が1955年6月8日に制定さ

れ，水法公布後もその補助法令としてなお効力を有している。この法律の要点は，次
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のとおりである。

何人も，水の量の単位に従って対価を計算する方法によって水を供給（計量供給

metered supply）しなれけばならない。（第 1条，第2条） 計量供給は，各消費者ご

とになされなければならないが，多数の消費者に対する共同計量供給を行い，または

一つの水資源に関して全体的に若しくは特定の用途を包括して計量させることができ

る。（第3条，第4条） 何人も，量水計を設置しないで，自ら所有し，または管理す

る建物を他に譲渡し，または水供給、ンステムに接続してはならない。（第5条）

水の量の単位当りの価格は，当事者の契約により定められるが，これについての紛

争が生じた場合には，水長官に対し，裁定を申請することができる。これは，地方の

企業庁が消費者に供給する水の価格決定の権限によって例外を設けられることはな

い。（第7条～第9条）

農業相は，量水計の設置，更新，維持および操作並びにこれらに関する供給者と消

費者の権利義務および費用負担義務，異なる種別の消費に対するそれぞれの計量方

法，資料の提供，報告義務等について定めることができる。（第13条）

水法第 112条の料率表は，現在に至るも未だ定められておらず，実際面では，従来

の供給者および消費者間の契約によるほか，水計量法第8条の水長官の裁定が活用さ

れている。 1961年には水長官が水料金の設定に関する準則を定めたが，現実には，水

長官の裁量に依存しなければならないことが多い。その一方では，水法第 116条の調

整基金に対する交付金 ・補助金を通して，水長官は間接的に水料金の設定に参与して

いる。近年の水利用の増大に対処して，水長官の任命した委員会の勧告に基づき，経

済的コストの実勢を反映した新たな準則を定めることが検討され，最近には，各部門

毎の準則を明らかにするに至っている由であるぺ

注

6) F AO: Water Laws in Selected European Countries, vol. l, Rome, 1975, 

109～110真。

あとがき

水法の経済的側面，あるいは水経済の制度的側面としての水料金の問題は，水法と

水経済の交錯する場面の一部分にすぎないものであり，さらに，水配分とプライオリ

ティ，水の権利移転と水市場，排水料金その他の原因者負担制度などの重要なテーマ

についても，本題に関連して比較研究を要する。これらの整理と発表の機会は，後日

得たいと考えている。
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前号の「世界の水法（ill）」に．次の個所に誤りがありましたので訂正させていただきます。

【正誤表】

頁 fj 誤 正

35 10 ローマの影響 ローマ法の影響

36 32 Offiffi!Uffi om mum 

37 6 在存 存在

41 5 Puclic Public 

44 16 sexerce s’exerce 

47 11 利用者 利用

49 1973～75 73～75 

49 4 Alexarder Alexander 

（国際水法学会会員）
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