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台湾の水利に関連して

一一農業用水を支えているものを考える

能登外姐

1. はじめに

台湾における水利用の太宗をなすものは，もちろん農業用水であり，今日，

わが国の水利用の状況と同じく極めて厳しい環境下にある。小稿は，私が台湾

および中国本土の水利用を短見して，政治体制が異なろうと農業用水の水利用

の基本的な存在は，末端の基層的組織にあり，これが支えとなって水利団体を

組織化している。このことは，わが国の村落共同体としての水利組織と極めて

近似しているのではなL、かと考えられるのである。

というのは，去る1984年 8月末から 9月にかけて台湾大学渓頭営林区におい

て「水と農業」に関するシンポジウムが開催された。その時の討論と現地研修

において極めて興味深い実態に触れることがで、きたからである。

当時，台湾は戒厳令下にあり，台北空港の厳戒態勢にその感を深くしたので

あるが，シンポジウムの討論において，台湾政府の建設省担当官は，水利法の

原則に従い，公水である水利用は都市における上水道を優先させるべきである

との主張のもとに，水利開発を進めているとの発言があった。 これに対し農業

開発の行政担当官は，その原則を認めつつも，厳しい水の制約のもとに輪流か

んがし、などを行っている実態に鑑み，都市用水の参入ついては慎重に農業関係

者に対する了解手続きを要すること，および都市用水の参入によ って農業用水

がより厳しい集約的管理体制をとらざるを得ないことに対する必要な措置が講

じられていないことなどを問題とし，激しい応酬がおこなわれた。このような

国際会議において，自国の水利政策についての議論は極めて異例であると思わ

れた。しかしこのことがこのシンポジウムが非常に新鮮に映り，意義深いも

のとなった。この農業水利担当官は，現在，農業水利行政の最高幹部となって



たしかに，台湾の稲作は古く，

その開発は，元朝時代（1277～

1387）に遡るといわれる。その

後，人口と農地の減少にともな

い，かんがし、用水の使用に制限を

加える必要はなかった1）。しかし

今日，台湾における水の逼迫は著

しいものがあり，とくに戦後（1945～）の水資源の開発は，急速に進められて

おられ，その後の交流を通じて，

当時のことをよく記憶されてい

Tこ。

この報告は，当時の論議等を踏

まえ，また，中国大陸の農業用水

の事例を紹介しつつ，農業用水を

支える基層的な問題，組織につい

て考えてみたいと思う。

2. 台湾の水利事情

能登：台湾の水利に関連して 73 

600 

300 

1

1

 

酬

岡

山

旧

年

9

年

0

4
Y
1
0

マt
l

γ

B

n

6

5

9

2

9

 

統

咋

統

寸

の

ト

の

い

湾

川

出

京

田

山

台

l

東

l

《

H

ν

n

川

n

U

n

U

 

F
『

》

，

a守

雨
量
（

E
E）

初0

JOO 

月
I 2 3 4 5 6 7 8 9 IO II 12 

図 1 台湾の月別平均降雨量

いる。

台湾の年間降雨量は2,000m m前後であるが，季節的分布において顕著な地

域的較差がある。北部地域の雨量分布は年間ほぼ均一で，農業用水を十分供給

することができる。しかし中南部地域では， 10月から翌年の 4月までは乾季

で，その半年間の雨量は年雨量のわずか20%にすぎない。地域の雨量分布は，

図 1の通 りであり，南部の嘉南地方においては，冬の乾季の雨量は，東京の同

期間の半分にも達しないが，夏の雨量は東京の 2倍以上である。しかも， この

夏期の雨量は台風によるものが多く，主な用水源である河川は地形が急峻なた

め，豪雨のたびに激流と化し，安定した取水施設を建設することが困難であ

る。一方，晴天が続くと河川は枯渇に近い状態となる。河状係数を見ると，日

本で最大の紀ノJllが1,348に対し，台湾の濁水渓は116,364と極めて大きな値を

示している2）。このように，水源の用水が常に不安定な状態にあり，水源開発

の必要性が言われている。

すなわち， 1945年以前の貯水池の建設は8地点，総貯水量3億3,129万m3,
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有効貯水容量3億706万m3に対し，戦後のそれは （1981),25地点， 12億9,377

万m3,12億6,350万m3と，地点にして 3倍，有効貯水容量において 4倍も完

成している3）。台湾の河川への流出量は，年間672億 m3（うち雨季〔5～10月〕

521億 m人乾季〔11月～4月〕 151億 m3）で， 1980年の使用率は，約25%に当

たってし、る。 1987年の統計資料によると，台湾の水資源総使用水量は185.01億

m3で，そのうち，かんがL、用水量121.55億 m3, 養殖用水量25.66億 m3，牧畜

用水量1.05億 m3であり，これら農業用水量は148.26億 m3で，総使用水量の

80.1%に相当している九

志村博康教授は，日本におけるダムによる自由な水資源開発時代を象徴する

1955年は，まだ10%程度の水利用率であり，水利用に制約が強く及ぶようにな

った1975年には，ほぼ20%に達している。この頃より水利権をめぐる河川協議

は，極めて厳しいものになったといわれる。さらに，世界的に見て， 20%前後

の水利用率を越えた国は，台湾，中国，インドであり，日本を地方別に分けれ

ば，関東，近畿がすでにそのラインを越えている，と述べている5）。

イスラエルの一人当たりの平均年の水資源賦存量は， 430m3で水利用率は

107.0%であり 6），その高率な使用は，世界に類を見ない水事情にある。この国

は，ほとんど砂漠といってL、し、土地で，年間降雨量も約250mmしかなく，農

業は大規模かんがし、事業に全面的に依存している。このことは，当然に現代の

イスラエル水資源法及び水資源行政面に色濃く反映し国家所有権主義（the

State Ownership Doctrine）としてあらわれている。すなわち，水資源は，私的

所有権に服さず，政府が水の生産，供給及び消費に対する許可処分を通じて，

公共のために，国家的水資源の利活用及び国家的水資源開発をコントロールす

るすべての法的権限を政府に与えられている7）。

3. 水利権の性質

台湾の水利法においても，このことに関し同様のことが指摘できる。すなわ

ち，水利法・民国31年（1942年公布）に，水は天然資源、であり，国の所有に属

し，人民は土地を取得することにより，水を私権の目的とすることはできない

(2条）。また，水利権は，地表水，地下水に対して使用収益する権利であり，

水利権者が，その水利権を取得後2年間継続して利用しないものがある場合に

は，主務官庁は，その水利権を喪失させ，水利権証書を撤する （24条），とさ
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れている。

水の使用にかかる目的の優先順序は，次のように，イスラエノレと類似してい

る。

台湾の順序 イスラエルの順序

1. 家庭用及び上水道 1. 家事用

2. 農業用 2. 農業用

3. 水力発電用 3. 工業用

4. 工業用 4. 手工業用，商業用，サービス業用

5. 水運

6. その他の用途

また，渇水の場合，家庭用及び上水道用水への供給のために，他の水利権が

一時停止または制限を受けることを規定し（19条），さらに，水利紛争につい

て主務官庁は，水の使用状況に徴し，あらたに配分量を定め（25条），さらに

進んで主務官庁は，公共事業の需要に合致するよう私人の水利権を変更または

廃止することができる （26条），とされている。もちろん，それらに伴う損失

については，妥当な補償を要することが規定されている（19条， 26条）。

このような強硬な立法措置については，わが国の農業水利臨時調整令（1940

年，勅令516号）にみられるが，これは，国家総動員法第8条に基づく 勅令で，

干ばつ時における臨時応急の調整措置であり，調整期間経過後は旧前の状態に

復帰し，水利権または水利慣行の実態を根本的に変更するものではない。この

法律の適用予定地区は， 23水系， 1万2,000乃至3,000町歩であったが，実行さ

れないて‘終わった。この法律は，名前の示すように，戦時下の食糧生産物の生

産を確保するために制定されたものであり，他種水利との調整を目的としたも

のではない。このことからも，台湾の水利法は，いかに強硬な法規であること

かが窺うことができる。

4 . .回水利会とくに嘉南濃回水利会の輪流かんがいについて

このような政府の強い規制下にある水利権であり，水利法の第 1条に，水利

行政の処理及び水利事業を行う場合には，水利法の規定により行う旨が定めら

れているが，但し書きで，地方の慣習が水利法に抵触しない限りにおいて，そ

の慣習に基づいて行うとされており，とくに農業用水の維持管理は，自治組織

である農回水利会のもとに運営されていることに注目する必要がある。
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写真 1 鳥山頭ダム水面

台湾における耕地面積は，約90万

ha，作付回数は多いところは 3～4

回にも達する。台湾では古来間作

（糊岳栽培）が多いからである。人

口約2,050万，農家の平均耕作面積

は約0.6haである。

農田水利会は，大水系ごとに，水

源から末端組織までを包括し，水の

管理運営を行う農業者の水利自治団

体（全部で17水利会あるが，主な14水利会の賦課面積総計408,639ha）であり，

それらのうち最大規模を持つものは嘉南農回水利会（かんがし、賦課面積

84,598 ha）である。

もともと，台湾におけるかんがし、方式は，日本と同じく古くから連続掛け流

しかんがし、であったが，農地開発が進むにつれ，水不足による水利紛争が絶え

なかった。 1683年（清朝，康照時代），しばしば発生する水利紛争を解決する

ため，官府は水路ブロックごとに輪番かんがし、行うよう「論告」している。そ

の方法は，日本でも溜池地帯にみられる輪番かんがし、（線香水）であった8）。

このように輪流かんがL、的な方式がと られていたが，本格的に輪流かんがし、

が始まったのは1924年（大正13年）からである。すなわち，南部の嘉南平野は

広大な耕地に恵まれながら水利の便が悪く，その対策として八回与一氏

(1886 1942）の設計による濁水渓からの取水と烏山頭ダム（1931年完成）の建

設により，約15万 haの耕地がかんがし、されるようになった。しかし 用水の

絶対量の不足及び甘康増産の必要から，水稲と甘蕉の 2作物を中心に雑穀（甘

藷，陸稲，麦類，落花生及びその他の豆類，黄麻等）を組み込み，水稲作（約

半年），甘煎作 （約 1年半），雑穀（約 1年）の 3年輪作体系が組まれた。

以後，終戦まで輪作体系は4～5巡し，試行錯誤が繰り返されたが， 3年輪

作体系の基礎は確立した。この輪作制度は，また曽文ダム（1873年，有効貯水

量5億9,550万 m3）の完成により，従来の 3年 1回の水稲作が， 3年 2回に改

良された。輪作パターンを掲げると次の通りである9）。

(1) 3年 2作田：上流部の粘土質及び海岸部を除く嘉南平野一帯。 3年 1

循環， 1年目； 春畑作， 夏水稲作，秋甘蕉作，2年目，甘茶、作，3年

目；春甘煎と畑作，夏水稲作，秋畑作。かんがL、面積38,971ha。
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(2）両期作回：上流部の粘土質 叩

地帯。毎年，水稲の 1期およ

び2期作を行う，秋畑作。か

んがし、面積19,194 ha。

(3) 単期作田：砂磯地と塩類集

積が心配される地帯。水田の

脱塩機能を利用して土壌改良

を目的，毎年，第2期の水稲

作を 1期と畑作。かんがし、面

積3,920ha。

(4）連続甘煎作回：主として台

湾製糖公司の農場。新植と株

出し甘煎各 1作と畑作。かん

がし、面積8,482ha。

このような輪流かんがし、方式は，

今日台湾におけるかんがいシステム

i向

喝

‘白

図2 嘉南農田水利会位置図

A 

,., 

23' 

の基本となっている。これは，戦後の人口の急増及び食糧増産の必要から農地

の開発，水資源の開発に力が注がれた。しかし水源の開発にも限度があり，

限りある水量で最も効率的なかんがし、方式が調査・研究された。たまたま，

1954, 1955の両年にわたり連続的の干ばつが発生し，全島的に大きな被害を受

写真2 嘉南大刀｜｜－北幹線水路 写真3 嘉南農田水利会大客工作姑内の

輪区分水門（農民の夕涼み，のん

びりした農村風景が懐かしし、）
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写真4 分水路の量水角落とし

（上記分水樋門の左水路）

けたが， 一部の輪流かんがし、地域では，その被

害を免れることがで、きた。そこで政府は，この

実績から全島的に拡大させることとし 1956～

1959年の間「輸流潅甑推広4ヵ年計画」10）ょっ

写真5 分水量の量水施設

（上記分水樋門の右水路）

て強力に推進し，今日，各地域でこの方式が取られ，制度的にも確定するにい

たっTこ11）。

嘉南農田水利会のかんがし、については，毎年12月頃に水文，土壌，作物別・

各期別かんがし、面積等を勘案して翌年の詳細な計画を作成する。各工作姑

(1,000～2,000 ha毎に現場に設置， 10～20の水利小組を受けもつ） は，この計

画の範囲内において水利小組の意見を島酌して輪区の配－分水計画を作成し，

それに基づき末端配水を実行する。用水の管理系統は，水源（ダムおよび水源

涌養林），幹線水路および支線水路は，水利会直轄の工作姑（1,000～2,000ha 

毎に）が，また，約150ha以下の輪作田を農民組織である水利小組が管理を

行っている。さらに， 150haごとの輪作区（小組）を，50haごとに輪流－輪

番かんがし、の班（小組）に分け，かんがし、を行っている。それを図に示せば，

図3の通りである 12）。

水利小組は，もともと元明時代からの，一つの渓流，溜池による農民の水利

組織であり，水利系統の整備と共に水利区域内において組織されていた。 1962

年には全台湾で，水利小組は3,934，水利班は23,956であったが，その後，都

市化の影響により減少し 1982年には，水利小組3,568，水利班は14,896とな

っている 13）。

この小組こそ，農業水利の「基層」14）となす農民組織であり， 台湾省水利会
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無給農民組織

. 1 1輪作区に一人

・2 1単区に一人

~－ーーー 一一 一一ーー ー 一一一 ー ー ー ー 一一回 ーーー ーー ー一一一ー一ー一 、

図3 農田水利会の末端水管理組織

組織規程 （1955）によれば，51～150haごとに小組を設置しなければならな

いことを規定している （2_1条）が，経験的には50ha程度が実行に効果的のよ

うである15）。

小組の業務内容は， ①区域内の用排水路の維持管理，補修， ②用水管理， ①

共同苗代の計画，設置， ①補給水路の設置， ①補給分水樋門の管理などであ

り，台湾の特色である輪流，輪番かんがいに農民が深く関与している。すなわ

ち，輪区分水門の管理は小組長が，単区分水門の管理は班長が行い，送水・配

水は，一般的に最下流の農地から行うこととなっている。これは，上流部の盗

水防止と公平な水配分を目的としているからである 16）。この水利小組は， 日本

における農家小組合（実行組合）に相当するものではなし、かと考えられ，末端

用水管理の主体である集落とのかかわりにおいて興味深い問題である。

輪流，輪番かんがし、の効果について，嘉南水利会の朱管理組長は，このよう

に水回の乾湿状態が繰り返されるため，掛け流しかんがし、に比較して25～50%

の節水が可能であるうえ， 肥料の流出は少なく土壌中の稲根に酸素を供給する

ため，増収に繋がると指摘している15）。また，桃園農田水利会における試験結

果において，水稲 l期作の輪濯用水量は，掛け流し法と比較して約50%程度の

節水となっているが，生産量は6日， 8日周期の輪濯と掛け流しの場合との聞

にほとんど差異はなく， 2期作においては，輪濯の場合は約30%の節水とな

り，しかも生産量は各輪濯（6日， B日， 10日）のいずれも掛け流しを上回っ

ているとの報告がされているいる 18）。
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F.A.0.の報告は，輪流かんがし、の小組の効用について，次のとおり指摘し

ている 19）。

「50haの土地の場合， 2名の共同かんがし、責任者が必要である。約0.33ha 

を耕している平均的な農民の場合， 1回の稲作のかんがし、期間，約90日の聞に

およそ15回圃場に出なければならなし、。 1回出る度に，農民は約半日を費やす

ので50haのかんがし、地域の場合では水管理に要する全体の延べ 日数は，

15 x 0.5 x 50/0.33つまり， 1,125日となる。共同かんがし、責任者によ る場合で

は，同じ地域，同じ期間中の全体的な延べ日数は， 90×2，つまり 180日になる

ので，著しく労力を節約できることになる。この他，かんがし、作業も楽にな

り，農業人口を工業，その他の開発事業に振り向けることができる。これが，

台湾で共同かんがし、が急速に普及した理由で、もある」

また，甘俊二教授は，輪流かんがし、を行うに当たっての要点として， ①前作

と後作の作物について成育阻害を来さないよ う，作付順序を考えること，②用

水の多い時期に用水量の多い作物（例えば，水稲）を，渇水期には畑作物を栽

培すること， ①甘藷，落花生などの地下結果作物は，成育時期を雨季からずら

すこと， ①用水源の用水量と水稲作付面積と十分調整を要すること，嘉南水利

会では，曽文ダムの完成により，水稲作が緩和された。 ⑤畑作物の栽培では，

作物成育の Critical要水期 （例えば，開花出穂期）にかんがし、することによ っ

て，少量の水で大幅な増産効果を上げることができること，を述べている20）。

この輪流かんがし、を，志村教授は，「輪番潅甑は，当初，限られた水を広い

地域で活用する考案された番水の一つに過ぎなかったが，現代史の中で定着

し，台湾の風土と一体化して， 台湾水利の基本的骨組みとなった。それは将来

にわたっても有効に作用し続け，台湾水利を特色づけると考えられる」と，評

価している21）。

5. 人民勝利渠の用水管理

ここに視点を変えて，中国大陸の農業水利の一事例を紹介したい。というの

は，私が初めて大陸の水利事情を知ったことと現地で入手した報告書「人民勝

利渠引責潅瓶三十年」22）は，人民勝利渠の設計，建設，管理に至る30年間

(1950～1981）の詳細な報告であり，この資料により，中国の用水管理につい

て考えてみたいと思う。

現在，中国は経済の開放体制に向けて改革中であるが，毛体制の象徴であっ
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た人民公社は，政社分離政策により 1985年 1月には，中国全土に郷政府設立工

作が終了したことによ って，ついに姿を消すこととなった。

この人民勝利渠は，中華人民共和国が建設されて初めてのかんがし、事業であ

る。 1950年に基本設計， 1951年着工，翌年4月に完工し取水を開始した。か

んがし、区域は，黄河北岸から取水し，北は衛河，西は共産主義渠に区切られ，

東は黄河の旧河道に沿い，総面積1,183km2であり，新郷等 6県，新郷市， 61

郷， 613村を含み，人口約73万を擁する地域である。

取水量は基本設計60m3/s，最大85m3/s，当初計画かんがし、面積は72万畝（約

48,000 ha, 1畝＝0.0667ha),1988年現在のかんがし、面積は886,000畝（約

59,100 ha）であり ，また，井戸を取水源とし勝利渠を補助水源として利用し

ているものを含めると，その面積は100万畝以上にも及んでいる。

かんがし、区域は，長年にわたる黄河の氾濫影響により泥砂の堆積があり，ま

た，旧河道の窪地はアルカリ土壌である。気候は，温暖大陸性季節風型でその

影響を受け，年間蒸発量は，年降水量の 2倍以上に達し，特に春季は季節風と

図4 中国の水系区分， 400mm等雨線（1956～79年平均降水深）

および人民勝利渠位置図
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写真6 人民勝利渠・頭首工

写真8 人民勝利渠幹線水路

写真7 人民勝利渠幹線水路

少雨のため，この期間の蒸発量は降

水量の約8倍にも達している。平均

降水量は618mmであるが，季節別

には不均衡で，春夏季（6～9月）

には年降水量の83%を占めている。

したがって，春の乾燥，秩の氾濫，

氾濫後の乾燥と，乾燥と氾濫が交互

に繰り返され，湛水とアルカリ化が

随伴する気候特性を有している。

かんがし、系統は，取水樋門から幹，支，斗，農，毛の 5級の水路に区分し，

排水系統は，幹，支，斗，農の 4級に区分して管理を行っている。

かんがし、の幹線水路延長は約5,000km，水路本数は2,089条 （毛級水路を含

まず）あり，また，取水樋門，水位・流量調節，サイホ ン，橋梁等の構造物が

4,675所，幹線水路に635kwの発電所等の構造物がある。また，揚水機はかん

がし、系統で主要なものは6,500ヵ所に及び，かんがし、と排水を兼用している。

このほか，区域内に小かんがし、単位78ヵ所，約60,000畝のかんがし、面積を有し

ている。

主要作物は，小麦，綿花， トウモロコシ，水稲である。食糧作物はかんがし、

面積の70%を占めており，小麦とトウモロコシあるいは水稲の輪作体系を組み，

l年 2作である。綿花は，かんがし、面積の30%を占めており，多くは l年 1作

であるが，近年，部分的に綿花と麦作の l年 2作の作付体系が取り入れられて

いる。

1981年のかんがし、区域内の食糧作物は， 50万畝に達し，総生産量2.8億 kg,
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人民勝利渠潅甑区食糧綿花経年生産量統計図

平均畝当たり生産量525kg，綿花は20万畝，総生産量1,000万kg，平均畝当た

り生産量51kgとなり，新郷地区は，食糧，綿花の一大生産基地となった。

人民勝利渠のかんがし、地区の食糧・綿花の単位当たり生産高の経年変化は，

上の図 5の通りである。

図5

人民勝利渠の発展段階を， ①飛躍的な発展期 （1950～1957），②重大な挫折

期（1958～1961）， ③整理回復期（1962～1970）， ④継続発展期（1971～以降）

の4期に区分し その内容を記述している。

このなかで， ②重大な挫折期（1958～1961）の記述が注目される。すなわち，

1958年以後，水利政策に誤りがあり，加えて自然、条件に対し過った措置が講じ

られた結果，地域内で混乱が生じた。その内容は，

1) 基層の管理組織の撤廃にともない，管理組織の弛緩と用水が混乱し

Tこ。

1958年，人民勝利渠潅甑区管理局は濠北引責潅瓶総局に改められ，

本潅甑区はその分局となった。また，部分的に潅甑区の重畳，幹・支
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線の管理が各県に跨がり混乱が生じた。多くの水利紛争が起き，管理

業務は麻痔した。

2) 過大な引水，貯水，かんがし、により，潅甑区における公平な水配分が

破壊された。

農業生産の高目標を指向するあまり，過大なかんがし、を行い，無駄な

引水と公平な水配分が破壊された。この時期の平均畝当たりの用水量は，

476～666 m3に達し，前期の2.5倍以上となった。また，ダムの修理を怠

り，周辺道路等に災害を及ぼした。

3) 水利条件に合致した給水が行われず，危害を及ぼすに至った。

発電所や農産加工所を建設して，引水時聞を延長して操業を行い，そ

の結果，泥砂，汚泥を流入させ，地下水位を高めて衛河等の疎通能力を

害しまた，アルカリ土壌を増加させた。

4) 無計画的な水稲面積の拡大により，土壌のアルカリ被害を増大させ

た。

水稲面積の拡大に関する統一的な基準もなく，黄河よりの引水量の

大量の増加，引水時間の延長により，湛水，塩害，泥砂の流入の 3大

被害をもたらした。

地下水位は1957年の1.8mから1961年には1.33mに上昇し，アルカリ

土壌もまた9.6万畝から28.2万畝に拡大した。一方，農業生産量も 1961

年畝当たり97kgとなり， 1961年に比べて43kgも減少するにいたった。

この潅甑区は，農業用水のほか，舟運用水，都市用水，土壌改良（農地排

水，汚泥かんがい，アルカリ防止・改良）等多方面に寄与している。幹線は管

理局の直轄管理下にあるが，支線以下は地方（人民公社時代は同公社）の管轄

となっており，管理局の職員は，約750名である。

潅溺区の最高の意思決定機関として人民代表大会がある。議題は，予算，事

業計画，水料金等を定める。参加者は，農民代表，人民政府等500人余りであ

る。また，人民代表大会が聞かれていない期間にあっては，常設の管理委員会

が設けられており，この管理委員会は，幹，支，斗渠の各級に設置されてい

る。この委員会の任務は，各級の管轄水路について，維持管理を行うと共にか

んがし、計画を立て配水を実行することとなっている。

潅灘区の基層的な組織として位置づけられているのは，支渠および斗渠であ
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る。支渠は人民公社（郷村組織）の管轄で水利費の30%を留保し，専門的な管

理員によって管理する。斗渠は管理委員会の選任による斗農長のもとで行う。

斗渠の用水路の平均的な規模は，表 1の通り400ha前後であり，これが農民

と潅甑区との間にあって重要な役割を果たしている。管内の潅甑面積を調べ，

作物の状況に従L、かんがし、水の調整等を行う。

1988年 1月，中華人民共和国水法が制定された23）。当然のことであるが，極

めて公的管理の強いものであるが，水利紛争については，話し合いを原則と

し，それによ って解決されない場合には，上級の人民政府または人民法院によ

らなければならないとされていることに注目を要する（35～37条）。

6. 用水の基層組織について考える

以上，台湾及び中国大陸の農業用水の事例を通じて，とくにその基層組織に

ついて検討を行った。

今日，台湾における基層組織である小組が，多く の困難に直面している。そ

れは， ①小組の組合員が各地に分散するよ うになり，会合には容易に集まらな

くなったこと，②農地の細分化と兼業化が進み，農業者が少なくなってきてい

ること，③農回水利会の財源が少なく，組合員の水利改良に対する希望に十分

に応えられないこと，①小組の会議開催に適当な場所が見当たらないこ と，①

農業用水の水源が枯渇することがなく，かんがし、の目的が達成しているとし

て，会議への関心が薄れてきたこと，＠交通，通信機関の発達により，個別問

題は随時に解決でき，小組会議に出席して時聞を費やす必要がなくなったこと

などを掲げている判。これらの項目については，矛盾するものもあるが，それ

だけ組合員の多様化が進んでいるといえよう。

当時（1884年），農回水利会の会費は，最高限が法定されていて（ha当たり，

最高300kg一組織規程84条），制定されて20年も経過しており，農業生産額か

表 1 人民勝利渠・圃場用水路規模

用水路名 流 量 間 隔 長 さ 濯減（畝面）積(I/ s) (m) (m) 

斗渠（縫瓶用疏水路） 700～1,000 800～1,200 4,000～6,000 5,000～7,000 

農渠（農業用水路） 150～300 400～500 800～1,200 400～700 

毛渠（農業用の細い水路） 20～40 80～200 200～500 50～120 
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ら比べて，その負担 （最高標準270kg）は僅か2.7%に過ぎず，反面，農田水

利会の運営は， 5年前に比べて72%と低下している，と指摘した25）。

また，最近の報道によると，従来，無償労力を基本として運営されてきた水

利小組について，嘉南水利会は水利小組の水利費を徴収することに至ったこと

に関し，組合員に対し広く理解を求めている記事があるお）。その理由は，嘉南

水利会は70年の歴史を有し，台湾農業の発展に大きく寄与しているが，これも

水利小組が基礎となって輪流かんがし、や用排水路の保護管理を行ってきている

からである。また，水利小組の任務については，前述のように農田水利会組織

規定に規定されており （25条），維持管理費の必要経費の徴収についても根拠

規定がある（31条）。この費用については，統一的な基準はないが，水利小組

によ って， ha当たり最低300元～最高4,500元の幅がある。水利会全体で672の

小組のうち， 54組がL、まだ議決にいたっていない。この経費が徴収できない

と，水利権が侵され，水利紛争が起こり重大な治安事件に発展する恐れがあ

る。嘉南水利会は，曽文ダムの建設費の徴収免除，水利会の事業費補助金の増

大等に努めているところであり，小組の経費徴収につき理解を願いたいとして

いる。

台湾の農業環境は，ま ったくわが国と同様の事情にあり，論調もわが国と変

わりがない。すなわち，農業の産業聞における地位の低下，農地の転用・荒

廃，農村人口の流出と都市人口の膨張，農業労働力の老齢化など厳しい状況下

にある。しかしながら，農業水利は国土保全や環境保全に寄与していることを

評価し，親水などを積極的に進めるべきであると述べると同時に，緊急潟水時

には，「相互互恵」の見地にたって都市用水に協力すべきであるが，農業に対

し十分補償措置を講じなければならないと，既得農業用水に対する配慮を訴え

ている27）。このように，公権力の強い国においても既得水利権の強固さについ

て注目する必要があると考える。

最後に， 1984年夏，訪台の折，鳥山頭ダムの地減一帯が整備され，そこに烏

山頭ダムの設計者の入国興一氏の銅像とご夫妻の墓が建立されていることを見

聞した。毎年，そこで水利会の関係者による墓前祭が盛大に行われていると伺

い，偉大な指導者を偲ぶとともに地域の水利関係者の暖かい心情に深い感銘を

受けた。このことを記して拙稿を終わりたいと思う。
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写真9 嘉南大堀－設計者，入国興一氏

の像と夫妻のお墓

注 （本稿は，小稿「台湾の水利に想うことーその私権性について 」（水利報 第4

号一，農業土木学会農業水利部会，（1986）） をもとに追加，補正を行った。なお，以下

の著書等を参考と した。）

1) 世界の稲作かんがし、（アジア編）；国際かんがL、排水委員会 IrrugatedRiceの邦訳，

日本農業土木総合研究所，（1983)

2) 高須俊行，駒村正治，陳献：台湾における輪流潅甑と水管理，水利報 第 4号

一，農業土木学会農業水利部会， p.33, (1986) 

3) 温理仁 台湾における潅瓶用水管理，東アジアの水と農業国際シンポジュウ

ム論文集，（1981)

4) 奈 明華：由春皐談農業用水之営運管理，雑誌「農回水利」 Vol. 39-6, p. 23, 

(1992. 10月号）

5) 志村博康現代水利論， p.22～26，東京大学出版会，（1982)

6）前掲志村博康現代水利論， p.192 

7) 世界の水法一ヨーロッパ編一 ：国際連合食糧農業機関編邦訳，ぎょうせい，

(1982) 

8) 前掲高須俊行他論文， p.32 

9) 岩本 彰：嘉南農回水利会における輪作－輸流カンガイシステムについて，前掲

水利報， p.22 

10) 前掲高須俊行他論文， p.33 

11) 1957年制定の「台湾省潅瓶事業管理規則」第8条に，かんがし、事業を行う農田水

利会などは，管理区域について自然環境の特殊地域を除くほか，輪流かんがし、計画

を立て実施しなければならないことを規定している。

12) 前掲高須俊行他論文，p.36 

13) 李源泉 台湾農回水利小組之営運，第 2届中日「水与農業」検討会論文集， p.

226, (1984) 

14) 1955年制定の「農田水利会組織規定」第22条に，水利小組は農田水利会の基層組
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織として規定している。

15） 前掲李 源泉論文，p.226 

16) 前掲の「台湾省潅瓶事業管理規則」第16条に，輪流かんがL、は，原則として下流

から上流に向けてかんがL、すべきことを規定している。

17） 前掲岩本彰論文， p.26 

18) 吉井勘一 台湾の水利に学ぶ，前掲水利報ー第4号 ' p. 58 

19) 前掲世界の稲作かんがレ， p.32 

20) 甘 俊二 台湾の輸番潅濃にみる水利用，水利の風土性と近代化（志村博康編），

p. 208，東京大学出版会， （1992)

21) 志村博康 台湾輪番潅視の位置づけ， 前渇水利報ー第4号ー，p.10 

22）牛 立蜂，劉好智 主編：人民勝利渠引責潅渡三十年，水利電力出版社，

(1987) 

本書は，人民勝利渠の設計，建設，管理に至る総合的な研究報告書である。執筆

者は15人の研究者，工程師等であり，その内容は，総論 （潅甑区概況， 三十年の歴

史的変遷，主な成績と基本的経験），工事建設（水文状況等，計画設計，工事施工，

技術経済分析），潅灘区管理（用水・工程 ・組織・経営管理），潅濃試験，泥砂問題

（黄河泥砂特性，解決方法），アノレカリ土壌改良（概況，堆積防止策），土壌の 2次ア

ルカリ化防止 （潅瀬水の動態－平衡観測研究），付録統計資料等からなっている。な

お，内容の一部は，「中国の土地改良 その7」，日本農業土木総合研究所， （1989)

で抄録してある。

23) 佐藤俊郎 a中国「水法」の公布について，水利科学 No.181, pp. 50～60，水利科学

研究所

24) 前掲李源泉論文， P.234 

25) 責清林農因水利会合理会費之研究，前掲第 2届・検討会論文集， pp.259～264 

26) 会務報道嘉南農田水利会：前掲雑誌「農回水利Jpp. 47～49 

27）前掲禁明華論文の他，多数

（埼玉県農業水利審議会委員，元日本農業土木総合研究所ー専門研究員）
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