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水法の新局面
一一統合的水資源管理の概念と制度上の諸課題

実勝岡松
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はじめに

戦後の日本における水法（水関連法）は，経済復興を目的として，水力発電

に関するものに始まった。つづいて，経済規模が拡大するにつれて，農業，工・

鉱業における水需要の増加と，都市への人口集中にともなう給水，排水事業拡

大による水の消費量の増加は，各種用途についての法整備を進めることになっ

た。その後，水に関する公害関係法が進展し公水管理法の制定へと発展した。

1980年代までの水法は，水の高度利用とその合理化への要求に対応するために，

どちらかといえば利水－治水の面が強調されて整備されてきたといってよ

し、！）。

しかしながら， 1990年代以降，水政策のノミラダイムは大きく変化している。

水資源と人間生活との関係性において，将来の水需要への対応を新水源開発の

みに頼らないこと，水政策に生態系の価値観を組み込んでいくこと，水の使用

量の増加と経済発展を意識的に結びつけないことが重要視されるようになって

きた九
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これにともない，水法は，利水－治水とし、う性格に加えて，保水・環境保護

とし、う性格を帯びるようになった。地球環境問題を契機として1993年に環境基

本法が制定されたが，同法は，その理念として生態系の保全を考慮しつつ，持

続可能な環境保全型社会の構築を目指している。 水資源の利用・開発・酒養に

あたっても， 持続的な利用ということが必要になってきている。たとえば，増

大する水需要に対して，ダ、ム建設を中心に水源を増強するとの考え方がかつて

支配的であったが，ダム建設は，水資源、の最適利用， 効率的配分，費用効果，

環境への負荷等を勘案する途上でのオプションとして位置付けられるように

なってきた九実際に，多くの水問題は，水源開発のような量的な問題ではな

くて，非持続的・非効率な水利用といった質的問題であるといわれている。水

資源管理の諸制度 水法，水政策，水の行政組織 における欠陥も，質的

な部分で水問題を悪化させる原因である。 制度上の不具合は，水政策を指導す

る原理ないし価値観が統ーされていないことに由来している九

こうした背景から，近年，多くの国々の水関連法は，「最適利用」，「合理的

利用」，「持続可能な発展」，「効率かつ有益な利用」，「水の公平的利用」とL、っ

た政策理念を掲げるようになってきている九こうした諸理念は，その相互の

関係性や階層性についてひとまず措くとするならば，典型的には，「統合的水

資源管理」（IntegratedWater Resources Management: IWRM）とLづ水政策の

基本原理に集約して論じることが可能である。 IWRM概念は，その基本的枠

組みや類似の政策理念との異同につき議論の存するところであるが，最近の水

政策のパラダイム・チェンジの一端を果たしてきた諸原則を包摂しており，こ

れからの水政策の lつの指標であるといってよし、だろ う。

翻って，わが国の水法は歴史的に見れば相当整備されてきたと見てよいが，

IWRMの指標に照らすならば， 21世紀の社会において十分に対応し発展しう

る構造を備えているであろうか。もしもなんらかの限界があるとすれば，どの

ような克服すべき課題が存在するであろうか。そこで，本稿は， IWRMの概

念を検討することによって，日本の水法をいわば「遠く，広く」観察しようと

するものである。

II IWRMに関する世界の動き

I. 1949年～国連水会議

国際社会における水政策の概念は近年急速に発展している。 IWRMの概念
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も同様に成長している。 IWRMの概念に関する国際社会の動きについては，

半世紀以上遡ることができる～ 1949年に開催された「資源の保全と活用に関

するサクセス湖会議」は，水を重要な資源と捉え，水資源の評価，水供給及び

汚染の問題，包括的河川流域開発（comprehensiveriver basin developments), 

排水域管理（drainagebasin management），洪水防除，航行，及び濯甑等を主

要なテーマとして取り上げナこ。

1956年に国連の経済社会理事会は IWRMについての行政的，経済的，及び

社会的な含意について検討しその報告は IWRMにかかわる諸問題を扱い，

1970年代の議論の基礎となった。

1971年になされた 「水問題に関する委員会で承認された， ECE（国連欧州

経済委員会）の各政府に対する流域管理に関する勧告」は1970年代における最

初の国際的な動きとして注目しておきたい。その前文を紹介しよう九

1. 急速な産業の発展と急激な都市化は，この数十年を通じての生活水

準の向上とあいまって，事実上すべての ECE諸国において，恒常的水需

要の増加及び水生環境の悪化をもたらしている。以上の増大する水需要は，

質の高い水への逼迫した必要性を含みながらも，自然への影響と高まる水

資源汚染と連動しているため，水不足がより多くの地域で発生する原因と

なっている。したがって一定の地域において，水は，水を利用する産業の

立地を決定する要因となり，ゆえに水不足は経済及び社会発展を制限する

要因であると考慮される。種々の正当な目的のために秩序づけられた水の

利用に加えて，水資源の配分，活用， 1函養に関する注意深い計画と合目的

な管理のみが，将来における諸条件を満たし，問題の自然環境が改善され

保全されうるということが承認される。しかしながら，水資源管理の基準

と利用可能な現代の技術革新との聞には大きな隔たりがある。これまでの

経験を基礎としつつ，水資源管理の改善は，各国の物理的行政的条件に応

じて，自然の河川流域，部分流域，または小規模な流域の集団の枠組みに

おし、て作用する，適切な地域組織の確立を通じてもっともよく達成されう

ると見られる。同時に，これらすべての諸課題に対する成功裡の解決策は，

一定の場合において，国家政策，開発プログラム及び調査活動の強化を要

するであろうと思われる。
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以上の前文に続いて，以下の勧告が続く（傍点引用者，以下引用文について

は同様）。

2. したがって， EGE構成固と参加政府は，各国において施行されて

し、る物理的行政的構造の許す限りにおいて，以下のような必要性を叫酌し

ながら，国内において河川流域管理組織の確立及び／または強化，若しく

は調整を考慮することが勧告される。

(a) 国内次元で、必要な法的枠組み及び、政策を創設または強化すること，
(b) 園内次元の水の行政機関に地域または河川流域次元で、実行される

活動を効果的に監督，調整するために要する権限を付与すること，

(c) 国内及び河川流域の双方の次元において，水資源に関連する全て

の諸利益の統合と調整を可能な限り最大限に確立すること，
(d) 河川流域組織と，その行政機関若しくは全国の水管理について所

轄する行政機関との関係を明確化L，かつ中央政府機関による集中的な行

動及び監督についての必要性に留意すること，

（ε） 水資源管理を流域環境全体の管理に統合してし、く見地から，全国

の水管理と，同ーの河川流域内における全般的地域的計画との緊密な関係

性を確立すること，

(f) 水使用者に水使用を節約する行動をもたらす可能性と同様に流域
環境の文脈において，水質の制御と洪水防除を含めた，全ての地下及び地

表の包括的水資源管理を提供できるように河川流域組織の管轄と権限を明
示すること， 。

ちなみに，イギリス（イングランド及びウエールズ）では， 1971年，中央水

諮問委員会から，数多くの公共団体等が水事業を行い利益の衝突を生んでいる

とし、う報告がなされた。「1973年水法」は，これをにらんで，それまで29区域

あった行政区分を10に統合し，各々の広域水管理局（現在は環境独立行政法人

に吸収されているが，行政区分は従前と同様）が，水資源の開発と保護，給水，

航行，水質汚濁防止，排水処理などの多方面の事業を一手に引き受けることに

なった。 1973年法により，それまで政治的理由によって画されていた行政区分

が，源泉から河口に至るまでの主要な河川流域の地理的区分と連関するように

なった。経済学的見地からすると，水事業は水源の開発から汚水処理にし、たる
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まで莫大な固定費用の投入を必要とするため，小規模な事業経営体が乱立する

よりは，一定地域内で 1つの事業体にこれらの事業を委ねた方が，資源の損失

が少なくてすむのである8）。その後，「1989年水法」によって，水事業は民営

化され水管理局は廃止された。現在，監督規制部門は環境独立行政法人に移管

されているが，従前の水系に従った行政区分は引き継がれている。

フランスでも，水事業の各部門を統合する必要性が生じており， 1964年の水

法の制定によって， 6大流域を対象とした河川流域体制をとり，流域委員会と

流域財務庁（現在は水管理庁）が設置された。流域委員会は，水利用者（取水

者，排水者），自治体代表者，関係機関の代表者によって構成され，水問題の

方策や施策展開について検討することを目的としている。流域財務庁は，水利

用者から水使用料を徴収しこれを財源として水源開発，下水処理等の事業費

について補助や資金融資を行う九

1972年ストックホルムで、聞かれた「国連人間環境会議」は，水資源管理につ

いて，さらに統合的包括的方式を採用するように参加国に勧奨した。法的な拘

束力はないが，この会議においておの原則からなる「人間環境宣言J採択され

た10）。原則 2と原則13がとくに関連すると思われる。

原則 2 大気，水，土地，動植物及び自然生態系の代表的なものを含む

地球上の天然資源は，現在及び将来の世代のために，慎重な計画または管

理により適切に保護されなければならない。－

原則13 資源のより合理的な管理を達成しそれによって環境を改善す

るためには，国は，当該開発の立案について，地域住民の利益のために環

境を保護し改善する必要性と開発が両立しうるように，統合的かつ協調的
な方式を採用しなければならない。

この他に「人間環境宣言」の諸原則の発現として，国際機関として国連環境

計画（UNEP）が創設された。現在 UNEPは国連の諸機関のうちで国連食糧

農業機関（FAO）についで，水問題に積極的に取り組む主要な機関となった。

1977年にアルゼンチンのマル・デル・プラータで開催された水会議は，水問

題を専門に取り上げナミ初めての国連主催の会議である。この会議では，「マル・

デル・プラータ宣言」がなされ，水資源の管理について国際協調が提示された。

また，「マル・デ、ル・プラータ行動計画」は，「国際的な飲料水の供給と衛生の
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10年」と題する国連決議を先導した。

2 ダプリン会議～ハーグ宣言

マル・デル・プラータの成果は， 1992年ダプリンて、聞かれた「水と環境に関

する国際会議」へ引き継がれる。ダ、プリン会議では，とくに淡水資源の確保が

強く意識された。そこで提示された諸原則は，国際的諮問の経過を経て結実し

たものであり， IWRMを構成する一連の原則として理解されていQll)0 「水と

持続可能な開発に関するダプリン宣言，指導原則」と題された 4つの原則は以

下のとおり 12）。

原則 1 淡水は有限かつ無防備な資源であり，生命，開発及び環境を支

えるのに必須である。

原則 2 水の開発と管理は，水の使用者，計画立案者，政策立案者の全

ての次元を含んだ参加方式を基礎とすべきである。

原則 3 女性は水の供給，管理及び保護において中心的な役割を果たし

ている。

原則 4 水は競合する全ての使用において経済的価値を有し経済的財

として承認されるべきである。

夕、、フリン原則は， 1992年の「環境と開発に関する国連会議」（リオ会議）に

大きな影響を与えた。リオ会議で採択されたアジェンダ＇ 21の18章は「淡水資源

の水質と供給の保障：水資源の管理，開発，利用に対する統合的アプローチの

採用」と題して具体的な行動原則を定めている。 18章は，淡水資源関連部門

(sector）のために，「統合的水資源開発と管理J，「水資源アセスメント」，「水

資源，水質，及び水生態系の保護」，「飲料水の供給と衛生J，「水と持続可能な

都市開発」，「持続可能な食糧生産と農地開発のための水」及び「水資源に対す

る気候変動の影響」の 7つのプログラムを掲げており，その第 1は「統合的水

資源管理と開発」である。各プログラムについてそれぞれ，行動基礎，目標，

行動，実施手段などが詳細に定められている。ここでは「統合的水資源管理と

開発」について，筆者が関心を示した部分を若干紹介するにとどめる。その行

動の基礎には，水行政の問題についての共通の意識が示されている l'.l）。



松岡水法の新局面

6. 全ての社会的経済的活動は，淡水の供給と質に大きく依存している

にもかかわらず，水資源開発が，経済の生産性と社会福祉に貢献している

範囲は通常評価されていない。人口が増大し経済活動が活発化するにつれ，

多くの国々は水不足の状態に急激に陥り，経済発展の限界に直面している。

水需要は急速に増大しているが，その70～80パーセントは濯甑を必要とし，

工業には20パーセ ント未満，そして生活用水には僅か 6パーセ ントを要す

るに過ぎない。有限かつ無防備な資源としての淡水の全体的管理，及び圏

内の経済・社会政策の枠組内での水部門の計画と プログラムの統合は，

1990年代とそれ以降の行動にとり最優先の重要事項である。しかしながら，

部門担当諸機関における水資源開発についての所管の分断は，統合的水管

理を推進するのに予想以上に大きな障害物となってきた。効果的な実施・

協調メカニズムが必要である。

目標については以下のとおり。

7. 全体の目標は，持続可能な発展のために，全ての国における淡水の

必要性を満たすことである。

8. 統合的管理は，水を生態系の要素として，天然資源としてまた社会

的・経済的財としての水を認識することを基礎する。というのも，水の量

と質は，水利用の性格を決定するからである。この目的に照らして，人間

の諸活動における水の必要性を満たし調整するためには，水生態系の役割

及び資源の永続性を考慮に入れて，水資源を保護すべきである。水資源を

開発－利用する際には，基礎的な必要性と生態系の保護が優先されるべき

である。しかしながら，これらの必要性を超えるならば，水使用者は応分

の負担をすべきである。

9. 統合的水管理は，土地と土地関連の諸側面の統合を含みながら，流

域及び部分流域の次元で実行されるべきである。以下のように 4つの主要

目的が遂行されるべきである。

a 潜在的淡水供給源の確定と保護を含みながら，技術的，社会

福祉的，環境上及び人の健康の配慮を統合する水資源管理に対して，

起動的，相互作用的，反復的，多数部門にわたる方式を推進すること。

b 圏内の経済・開発政策の枠組内での共同体の必要性と優先事項
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ι基ついた，水資源の持続可能かつ合理的な活用，保護， j函養及び管

理の計画を立てること。

仁 水管理の政策立案と政策決定において，女性，青年，先住民及

び地域住民を含めた完全な公的参加方式に基づいて，明確化された戦

略の範囲で，経済的に効率でかつ社会的に適正である企画とプログラ

ムを構想，実行，評価すること。

d とくに開発途上国で必要とされるところであるが，水政策とそ

の実行が，持続可能な社会の進歩と経済成長を確保できるように，適

切な制度的，法的，財政的メカニズムを明確にし，補強または発展さ

せること。

1992年のリオ会議以降，「水危機」に対する国際社会の懸念が高まる中，地

球規模で深刻化しつつある水資源問題の解決策を模索するために，国際機関，

学会等が中心となって， WorldWater Cou町 ii (WWC：世界水会議）が設立

された。 wwcは，水問題に対する国際社会の意識啓発と協力を目的として，

閣僚級会議をともなった 「世界水フォーラム」を 3年ごとに主催している。

1997年，モロッコのマラケッシュで第 1回「世界水フォーラム」が開催され，

21世紀に向けた「世界水ビジョン」を策定することが決定された。この策定は，

2000年，オランダのハーグで開催された第 2回世界水フォーラムで発表された。

また，閣僚級会議では「21世紀における水の安全保障に関する閣僚宣言」（ハー

グ宣言）が採択された。ハーク宣言は，「水の安全保障」（watersecurity）とい

う標語を提示して，関係諸国に水問題に取り組むことを促している。その前文

は， 「21世紀における水の安全保障を確保Jする意味について次のように述べ

ている 14）。

1. .. e 淡水生態系と沿岸生態系，及びそれに関連する生態系が保護さ

れ，改善されること，持続的な発展と政治的安定が改善されること，万人

が，健康で生産的な生活を送るのに十分に安全な水を適切な費用で享受で

きること，水と関連した災害の危険から被害を受けやすい人々を保護する

こと。
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、ーグ宣言はさらに 「対処すべき主たる課題」として，基本的な必要性への

対応，食料供給の確保，生態系の保護，水資源の共有，危機管理，水の価値評

価，賢明な水統治という 7つの課題を掲げている。これらのうちで注意を引く

のは，生態系の保護と水の価値評価と賢明な水統治である。

3. 水の安全保障を達成するために，我々は以下のような主たる課題に

直面している。

生態系の保護：持続可能な水資源管理を通じて生態系の保全を確保するこ

と。

水の価値評価：全ての水利用に対して，水の経済的，社会的，環境的，及

び文化的価値を反映する方法で7Kを管理すること。また，水のサービス

の価格付けを，供給の費用を反映する方向で推進すること。この方式で

は，公平性及び貧困層と弱者への基本的必要性を考慮するものとする。

賢明な水統治：公衆の参加と全ての利害関係者の便益が水資源管理に含ま

れるように，良好な統治を確保すること。

、ーグ宣言は，これらの課題に対処する上での政府が担っている役割の重要

性を承認しこれまでの方策を超えて，制度的，技術的，財政的改革の必要性

を確認しつつ，各国に行動を促すものであるが， IWRMの概念をその行動の

基礎としている。

5. ここで提唱される行動は，従来のあるいは従来にはなかった水資源

管理・計画と土地の管理・計画を含めた統合的水資源管理を基礎とするも

のである。統合的水資源管理は，社会的，経済的，環境的要因を考慮し，

地表水，地下水，及び水が流れる生態系を統合するものである。統合的水

資源管理は水質問題の重要性を認識する。この点において，貧困層，女性

の役割，技能，必要性，そして島l興国，内陸国，砂漠化した地域に対して

特別の注意が払われるべきである。

6. 統合的水資源管理は，市民から国際機関に至るまで全ての次元にお

ける協力と連携に依存し，水の安全保障と水資源の持続可能な管理に対す



ハりー

る政治的責任と幅広い社会的認識に根差している。

3. 第 3回世界水フォーラム（日本）

周知のように第 3回世界水フォーラムは2003年 3月京都で開催された。「閣

僚宣言一一琵琶湖，淀川流域からのメッセージ」（以下，琵琶湖宣言と称する）

がその成果である。琵琶湖宣言の「全般的政策」の一部を紹介すれば以下の

とおり 15）。

1. 水は，環境保全，貧困や飢餓の撲滅を含めた持続可能な発展のため

の原動力であり，人の健康や福祉にとって必要不可欠である。水問題を優

先課題とすることは，地球規模の緊急的必要条件である。各国には最優先

的な行動責任がある。国際社会は，国際・地域の諸機関とともにこれを支

援すべきである。貧困層やジェンダーへの当然の配慮とともに，政府によ

る，地方自治体・共同体の権限強化が促進されるべきである。

2. 水資源開発と管理についてこれまで行われてきた努力を継続－補強

すべきであるとともに，良好な統治，処理能力の向上，資金調達が，我々

の努力を結実させる上で究極的に重要であることを，我々は承認する。こ

の文脈において我々は，統合的水資源管理を推進する。

3. 水管理において，我々は，水政策における貧困層への眼差しとジェ

ンダーの観点を十分配慮しながら，便益の共有における公平性を目指すこ

とにより，家庭及び近隣共同体に根差した方式に一層強L、焦点を当てた良

好な統治を確保すべきものとする。我々は，全ての行動において，全ての

利害関係者の参加を促進すべきであるし透明性と説明責任を確保すべき

である。

この他に，「水資源管理と便益の共有」，「水質汚濁防止と生態系の保全」の

項において， IWRMの概念と関連していると思われる宣言を紹介する。

13. 我々は，水配給システムから生じる無駄を減らす措置と，需要を満

たすための費用効果として，水の需要管理措置を促進する。

24.良質な水の持続可能な供給を確保するために，我々は，河川，湿地，
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森林及び土壌などの水を保持，浸透，貯留，放出する生態系を持続可能な

方法で保護しかっ利用すべきである。

25. 我々は，水資源の持続可能な利用と水質汚濁防止のために適切な法

的枠組みを検討し必要なときは確立することを各国に促す。

III IWRMの概念

これまで， IWRMに関する国際社会の動きを，やや散漫に時系列で紹介し

てきたが，ここではその構成要素，内容等を吟味することにしよう。

IWRMの概念は，水資源管理において近年急速に普及している概念である。

しかしその概念上の枠組みについては必ずしも一定していない。その輪郭や

外延も広がる傾向を見せている。しかも，いわゆる，「包括的水資源管理」， 「全

体的水資源管理」，「持続可能な発展」，「水の安全保障」「良好な統治」などの

諸概念とも一応は区別されるが16），内容的には重複しているところがあり，隣

接の水資源管理のツールとの境界線が暖味である。 IWRMは多くの要素を取

り込んできており，常に発展している概念である。

Michelは IWRMを3つ次元で分類している 17)。第 1に，この概念は，水の

構成要素（地上水と地下水，水量と水質）が相互依存しており，かつ 1つの生

態系を形成しているという認識である。この認識に立てば，水資源管理は，給

水（利水），排水，廃水処理，水質の諸側面が統合されて考慮されることにな

る。第2は，第 1の解釈よりも広いスタンスをとり，水，土地及び環境が相互

に連関し，統合される。このレベルで、の水資源管理は，洪水防除，土地の侵食，

複合汚染，沼地・魚類棲息地の保全，農業排水等の諸問題にも焦点が当てられ

る。第 3は，さらに広い射程範囲をもっており，水と社会・経済の発展の関連

性から統合概念を解していこうとするものである。ここでの関心は，経済的発

展が長期的に見て維持されうる範囲を見極めていくことである。第 3のレベル

は，「持続可能な発展」の原理と通じるであろう。

1971年の ECEの流域管理に関する勧告の 2a～f，アジェンダ21, 18章の 9

などで示したように， IWRMは，しばしば「統合的河川流域管理」と同義に

論じられることがある。河川流域管理は，「流域」または「流域間」の概念に

ついて広狭があるものの，どちらかといえば，地理的区分またそれに応じた行

政区分に重点を置いた観念であると思われる。水文学的循環を重視する水資源

管理や水系主義の採用も IWRMの要素とするところであろう。 1992年の 「リ
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オ会議」以前は，流域環境全体の管理とそれに対応した水法と行政機関の整備

が IWRMの要素であった。これは Michelの第 lの分類に該当しよう。しか

し IWRMはこの次元だけにとどまらない。その後，自然生態系または水生

環境の保護，貧困層の保護 （基本的人権の確立），女性の役割の評価（シェン

ダー的観点）， 政策決定における市民参加（情報開示も含む），水の経済的評価，

危機管理，国際協力，持続可能な発展などの諸要素が付加され重みを増してき

ている。これらは， Michelのいう第 2，第 3の分類に属しよう。

そもそも，統合（integrate）という言葉自体が，質のことなる 2つ以上の要

素を統べ合わせる意味がある。 Griggは IWRMには，関係政治・行政機関，

地理的区分，水利用の諸目的，自然・生態系保護の 4つの視点があって，これ

らのパランスをうまくとること，そしてその背後には，第 5の視点として， 科

学技術，法学，財政学，経済学，政治学，社会学，生命科学，数学その他の諸

科学の知識を混合（blend）した学際的な視点があると説く！BJ。前述の Michel

の所論と考え合わせると， IWRMは，上流と下流，水質と水量，地表水と地

下水，水と土地，淡水地域と沿岸地域などの関係に見られる統合的な管理とと

もに，社会的，経済的，制度的関係性を含んだ人間社会のシステムを最適な状

態で管理・統合することであるといえよう。

ところで，水問題に対する世界的な取り組みの中で，wwcの設立について

言及したが， 世界銀行やUNDP （国連開発計画）などが資金を提供して，水

問題に対してより効果的な開発援助を目指し，世界水ノξートナーシップが

(Global Water Partnership: GWP）が1996年に設立された。 GWPはその主要

な任務の 1っとして「水資源管理の諸原則を明確に確立する こと」を掲げてい

る。 GWPは， IWRMを 1つの過程として捉えて，次のような定義を与えて

し、る 19）。

IWRMは，必要不可欠な生態系の持続性と妥協することなく，経済的

効果と社会福祉を最大化するために，公平な方法で，水，土地及び関連資

源の，協調的開発・管理を促進する 1つの過程である。

統合的水資源管理を，需要管理の面から捉える見解がある。すなわち，統合

的水資源管理は，水資源の効率的配分を目指すものであるから，水資源供給管

理型から，需要調整管理型に変換しようというものである201。具体的にはダ
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ム開発等に典型的に代表されるような供給サイドに立った考え方から，「生態

系を含めた全ての利害関係者の参加を得て，水を経済財として扱い，適正な制

度と組織によ って計画的に水資源を管理しよう」とし、 う考え方を重視するもの

である111。

いずれにしても，以上の全ての要素についてはここでは詳しく扱わない。さ

しあたり，水関連諸法の統合，市民参加の充実，生態系の保護を国内水法と照

らし合わせながら論じることにする。

N 水関連諸j去の統合

1 水と法の関係

前述したように， IWRMの第 1の要諦は，統合的河川流域管理である。こ

れには，流域圏，流域環境，さらには水文学的循環に対応した法的枠組みの創

設や強化が含まれている。 IWRMの施策を効果的に実施するためには，ある

べき法体制の検討と現行法制の批判的検討は不可欠である。まず，水と法との

関係から考察してみよ う。

法と法学の世界において，また法の発展段階において，水のような自然物を，

白然の実態とは異なる観点で捉えることがある。法の機能は，法規範によ って，

一定の事実を法的に再構成し問題解決の処理またはその防止にあたるわけで

あるが，それは自然、物との関係も含めて人類生活全般の一部を照らす機能に過

ぎない。ある特定の立法が水を扱うといっても，それはその立法の目的に照ら

して水を局所的に捉えているわけである。したがって，「水」は，法的抽象的

媒介項を通じて，あるいは法的解釈とし、う作業を通じて，その本来の自然的実

態から離れた存在として扱われることがある。

たとえば，河川法は，河川の流水は私権の目的となることができないと規定

しており （2条 2項），他方で，民法では，地下水は，地盤所有権との関係に

おいて自由に処分，収益できる対象となる（206条）。民法は不動産以外を動産

と定めており（85条），水は，土壌に含まれているかぎり土地の構成要素に含

まれるが，支配可能性をともなえば地中の水分と分別されて動産となる。これ

はとくに取引の対象とされたときに重要な意味を帯びる。

国際法の分野に目を向けると，たとえば，水が GATT/WTOのような国際

取引法の適用を受けるかどうかとなれば，たとえ条約の文言において直接の規

定がなくとも法的解釈によ って決定しなくてはならないだろう。もしも適用を
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受けるとすれば，国境を超えた水の輸出は，自然状態の水とは区別され，貿易

品目として自由貿易の諸原則に服することになるであろう 22）。

こうした法現象以外に，法には一定の政策を実現また促進する機能がある。

水法は IWRMの水政策を推進－担保する制度としての機能も持ち合わせてい

るのである。水自体は，水文学的循環において，流動的で多様な形態を見せな

がらも全体としてj軍一性を保っている。したがって，個々別々の法律によって

「水」を管理するのではなく，総合的な水資源管理法が，流域圏と流域環境，

水と土地，地表水と地下水，水質汚濁の防止と洪水防除，利水と保水など要素

を統合して処理することが望ましし、問。公物管理の法体系において，河川は，

自然状態のままで，公共の用に供される物，すなわち自然、公物であるとされ，

道路・公園等の人工公物と対比されるところであるが，公水管理の特質にかん

がみ，区間主義の河川管理（旧河川法）から発展して，水系一貫主義（現行河

川法）の下での取り扱いがなされている24）。水系一貫主義は，河川を公物法体

系に組み入れながらも，事物の本性により即した法的構成をしているという点

において評価しうるが，公物法体系から 1歩外に出て，健全な水循環機能を維

持することを目的とした総合的な水の法制が求められるであろう 25）。

総合的な法制の必要性の具体的根拠をさらに考えると，第 1~こ，総合的な水

資源管理法または水法典によって，水資源のより一層の効率的利用または合理

的な利用が可能となる。第 2として，「河川環境・生態系の保護」と「水資源

の開発利用」とは表裏一体の関係にあるから，両者のノミランスをうまく保つこ

とができる。第3として，統一法典があれば，水法を斉一的体系的に理解する

ことができる。これは，法の最終的な担い手である市民から水法を遠ざけるこ

となくアクセスしやすいものにすることができる。第 4として，行政費用の問

題がある。関連の法律が統合されていれば，水行政は複雑化しないですみ財政

負担を軽減することができる。過度の規制，過剰かつ複雑な立法は，むしろ水

資源の効果的な統治管理の阻害要因になってしまう。アジェンダ21, 18章の 6

が指摘するように，所轄行政機関の分断が，統合的水管理を推進するのに予想

以上に大きな障害物となっていることを思い出してほしい。賢明かつ効果的な

水統治のためにも，「政府は，制度上の発展に専心すべきであって，管轄の重

複と水部門聞の衝突を回避し行政上の間隙を埋める，明確な法律的規制的枠

組みを用意すべきである」26）。
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2. 河川｜法の性格と最近の改正

統合的河川流域管理に対応した望ましい水法の体制を考える上では， 3つの

次元があると思われる。第 lは河川流域または水循環に対応した法体制jの確立，

第2は必要に応じた関連諸法の体系的な統合または総合的な水資源法の確立，

第3は関係行政機関の統合である。

現行水法の中心的立法は河川法である。同法は，明治29年 （1896）に制定さ

れた旧河川法が全部廃止されて，昭和39年（1964）に制定された。同法制定の

趣旨をまず確かめよう 27）。

その第 1は，それまでの都道府県知事が第 1次的な河川管理者となる，いわ

ゆる区間主義の矛盾を改め，主要な河川を上流から河口に至るまで同一人の河

川管理者が管理する，広域的な水系一貫主義の採用が求められていた。第2は

水系の沿岸流域の開発・発展にともなって，治水事業を計画的に推進する体制

の整備を図る必要性が生じたことである。第3として，各種用水の需要が著し

く増大したことに関連して利水関係規定の整備を図る必要があった。第4に，

各河川に大規模なダムその他の施設が建設されるようになったが，旧河川法は

このような諸施設の管理等に関する規制が十分ではなかったので，水害，洪水

等の被害を生じるおそれがあり，防災上の見地から規定を整備する必要があっ

た。

要するに，新河川法の提案理由は，「社会経済の進展に即応して，国土の保

全を確保しかっ，水の高度利用を図るため，水系の一貫した、河川管理体制を

確立すること，水利調整その他水利使用に関する制度を整備し，洪水時に対処

する防災上の措置を講ずるなどの必要があるからである。」28)

このような要請を受けて制定された河川法は，「河川について，洪水，高潮

等による災害の発生が防止され，河川が適正に利用され，及び流水の正常な機

能が維持されるようにこれを総合的に管理することにより，国土の保全と開発

に寄与しもって公共の安全を維持しかっ，公共福祉を増進することを目的」

(1条）としてスター卜した。平成9年（1997）に，河川法が一部改正され，

河川法の目的に「河川環境の整備と保全」が付加されたが（これについては後

述），河川法の制定の経緯と目的を参照すれば，その特徴は明らかに治水と利

水を焦点としており，保水や生態系保護の視点はない。水系一貫主義を採用し

ている点では IWRMの概念に通じているが，さらに進んで水文学的循環に対

応した水法の整備という点では，立ち遅れている。
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河川法では，河川の定義を「公共の水流及び水面をいう」（4条）としてい

る。行政上の扱いとして，同法は，河川を， 1級河川I.2級河川及び準用河川

に分けている。許可水利権にかかわる規定は，河川の流水の利用を指している

(23条）。しかしながら， IWRMの視点または水循環の理論に立てば，河川水

のみを対象とするだけでは不充分である。工業用水法は地下水の採水について

規制しているが，規制区域が限られており，主たる目的は地盤沈下の防止であ

る （1条）。建築用地下水採取の規制に関する法律も同じく地盤沈下の防止を

目的としている。河川法とこれらの法律は水関連であっても，水循環における

つながりが分断されている。

イギリスでは許可にかかわる取水について，「1991年水資源法」において，

一定の例外を除き，「管理水域Jとして河川，地下水及び湖沼からの取水を一

括して処理している。すなわち「河川水」のみにとらわれず，すべての取水を

立法上制御しているのである。加えて，水質汚濁の防止に関する規定が取水の

規定について、配置されている。わが国において，地下水利用にかかわる法制度

の整備は必須であるとしばしば指摘されているが，地表水と地下水の取水に関

する制度が統合的に再構成されていく必要がある。なお，最近環境保全上，地

表水のみならず地下水の酒養域や利用域の観点を導入した土地利用計画の立

案，地下水の採取や排水などに対する公的取り組みついて，関係行政機関で検

討が行われていることを付言しておこう則。

関連の諸法律の統合についてはどうか。わが国ではほど遠い現状にある。利

水・治水関係だけを取り上げても，河川法を中心として，電源開発促進法（昭

和27年），特定多目的ダム法（昭和32年），水道法（昭和32年），水資源開発公

団法（昭和36年），水資源開発促進法（昭和36年），水源地域対策特別措置法（昭

和48年），砂防法（明治30年），森林法（明治30年）などがあり極めて多岐にわ

たる。琵琶湖宣言では，残念なことに水法関係の整備・統合については

IWRMとの関連で強調されることはなかったがーー もはやこの次元での統合

は当然の事柄なのか ，わが国では，水の分野に関する法律が多くの制定法

に分散されて規定されているのは極めてアンバランスな状態であるといわざる

を得なし、。

v 市民参加の充実

ダプリン原則 2，アジェンダ21, 18章の 9c，ハーグ宣言の 3，及び琵琶湖宣
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言の 3には，水資源の政策決定において，市民参加（住民参加，利害関係者の

参加）を採用すべきことが明示されている。かつての水資源管理における政策

決定方式の主流は，関係当局があらかじめ準備したものを追認するといった

トップ・ダウン方式であったが，近年は多次元的集団的意思決定を中心とした

トップ・ダウン方式に移行しつつある。

ここで言及している市民参加としづ概念には含みがある。つまり，水資源全

般における意思伝達や対話の重視から，紛争・ 調停システムにおける市民参加

の導入，情報ネットワークの整備，情報源のアクセスの確保，政策決定過程に

おける市民参加の確保，水問題に対する意識啓発運動なども広い意味では含ま

れてくる。

世界ダム委員会 （WorldCommission on Dams: WCD）は，複雑化する水資

源確保の問題処理にあたって，公的承認 （公正かつ透明な政策決定過程）， 包

括的な代替手段の評価，現存するダムの最適利用，生態系の保護，水政策の効

果的実施の確保等を戦略的重要事項として掲げている30）。公的承認について，

WCDは公平かつ持続可能な水資源とエネルギー開発でも っとも重要な鍵とし

ている。公的承認では，あらゆる人々，集団の参加を呼びかける政策決定のメ

カニズムが採用される。

わが国では，昭和32年 （1957）に特定多目的ダム法が制定されて，各種用途

のためのダム建設が進んだ。ダム開発によって，水源と水利用者との聞の物理

的な距離が大きくなることによって，水に対する利用者の意識をさらに遠ざけ

てしま ったのではないか。水は，ダムの開発主体（水資源開発公団）→利水施

設の管理主体 （広域水道企業団）→水道事業者（市町村）→消費者とし、う経路

をたどるので，水源と住民（農民や一般市民）との聞に介在者が増え距離がで

きている31）。近代的・合理的といわれている水利用のシステムが，都市部と農

村部（水源地域）をつなぐ水利用の循環系統を遮断し，流域住民にとっても水

辺へのアクセスを困難なものにしてきている。

特定多目的ダム法における「多目的ダム」とは， 「流水の貯留を利用して流

水が発電，水道又は工業用水道の用に供するものをいう」 （2条）。国土交通大

臣は，多目的ダムを新築しようとするするときは，その建設に関する基本計画

を作成しなければならいとする（4条 1項）。この基本計画の作成にあたって

は，関係都道府県知事に意見を聴くことになっているけれども，地域住民の参

加に関する手続きは直接含まれていない。特定多目的ダム法は，水資源開発促



18 

進法（昭和36年）と水資源開発公団法（昭和36年）とも密接に関わっている。

前者は，産業の開発等と都市人口の増加にともない用水を必要とする地域への

水の供給を確保するために，河川の水系における水資源の総合的な開発と利用

の合理化の促進を図るために制定された（1条）。水資源開発水系の指定とそ

の水系水資源の総合的な開発と利用の基本となるべき水資源開発基本計画を作

成することなっており （4条），後者の法律は，この基本計画に沿って開発を

行う。しかしこの基本計画の作成段階においても，特定多目的ダ、ム法におけ

るのと同様，市民参加の規定はなし、。

以上の一連の法律が制定された経済社会状況から見れば，後述する河川法と

同じよう に，ダム開発は国民や地域住民にとって歓迎されて当然であるという

ダム開発性善説が立法の背景にあったに違いない。これからは IWRMの新し

し、哲学に基づいて，水資源開発の計画には，代替案から最適案の選択，計画そ

のものの見直し及び情報公開によって裏打ちされた市民参加の可能な法制度

を構築すべきである32）。

わが国において河川の水は公水であるとされている。公水は私水の概念と対

比される概念であるが，公水は，「公共の利害に関係ある水に対して，公共的

利用あるいは公共的統制を可能」にする標準である制。しかし水は，公（お

おやけ）のものという考え方を，お上のものと単純に捉えると，流域住民を水

から遠ざけている感もないわけではなし、。公水の「公」について考えてみれば，

それは西欧語では publicを指しており，もともとは「官」ではなく「民」の

側を指していた。ギリシア以来，「公」とは「人民皆の共同のこと」であり，

公開性，討論・対話の意味を持っていた34）。公水の「公」は河川管理者や国を

指しているのではなく，本来的にはむしろ流域住民ないし国民を意味している

といってよいであろう。したがって，川は国民の共有財産であり，公開，公の

討論を通じて，利用・保全していくとし、う基本認識をひろく市民の聞で醸成し

ていくことが肝要である。

河川法は，平成9年の改正で，河川整備計画の案の作成にあたっては，国は，

「必要があると認めるときは，公聴会の開催等関係住民の意見を反映させるた

め必要な措置を講じなければならなし、」（16条の 2の4項）と定めた。同様に，

学識経験者からは必要があるときに，意見を聴かなければならないとしている

(16条の 2の4項）。また，河川整備計画を定めようとするときは，「あらかじ

め，政令で定めるところにより，関係都道府県知事又は関係市町村長の意見を
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聴かなければならなし、」とした。

水政策の決定プロセスに住民参加を盛り込んだことは，河川環境の整備と保

全が河川法の目的に追加されたことと並んで，今回の改正の目玉とされている。

自然環境保護や持続可能な発展といった発想には，情報公開，意見の統合，政

策決定過程における公平性の確保，利害関係の調整といった発想が必然、的にと

もなう。しかし制定当時における河川法の主要な使命は，「災害の防止」，各

種用途の水需要に対応するための「河川の適正利用と流水機能の維持」にあり，

基本的には住民から歓迎されることはあっても反対されることは想定されてい

なかったで、のあろうわ）。水法体系の中心Tこる河川法において住民参加を明文上

規定した点は評価されてよいが，住民参加が具体的にどこまで認められるのか，

さらに論議していく必要がある。まず，住民の意見が反映される対象について

である。

改正前の「工事実施基本計画」が，基本的長期的な計画である「河川整備基

本方針」と具体的中期的な「河川整備計画」に区分された。河川整備基本方針

は，計画高水流量，河川工事及び河川の維持に関する事項を定めるもので，「水

害発生の状況，水資源の利用の現況及び開発並びに河川環境の状況を考慮」 （16 

条）するものとしている。しかしこうした基本計画に住民の意見は反映されず，

河川管理者は， l級河川については「社会資本整備審議委員会」の意見を，ま

た2級河川については「都道府県河川審議会」の意見を聴くにとどまっている。

「河川整備計画」は「河川整備基本方針」に沿って作成されるので，住民参加

はあくまでもこの枠内においてのみ限定的に可能であるにすぎない。しかも河

川管理者が必要とする場合に限って住民参加が許容されるので，その成否は行

政の裁量に委ねられてし、る。住民の意見を反映させるべき領域として主として

想定されているのは，治水・利水といった水資源管理の基幹部分で、はなく，河

川法 1条の改正と連動した河川環境の整備・保全にかかわる部分であると思わ

れる36）。今一度ダブリン原則の 1やGWPのIWRMの定義を想起していただ

きたい。 IWRMの観点からすると，河川環境の整備・保全と治水－利水とは

表裏一体である。効果的な環境保護と天然資源の慎重な活用とのバラ ンス，あ

るいは新資源開発の重要性と効率的水利用に向けた努力とのバランスをどう

保っていくのか，これこそ広く市民の意見を反映した過程を通じて可能となる

のではないか。たとえば，利水・治水において多額の費用を投入する公共事業

においても，計画立案に全ての利害関係者を参加させることによって，計画の
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経済効果や財政確保等の代替案等を幅広く考慮することができるから，その計

画の価値を最大化することができるのではなかろうか。

市民参加方式を充実させるメカニズムの開発も今後の重要な課題である。河

川法における住民参加が，「河川整備基本方針」にお墨付きを与える場であっ

たり，主張や立場の異なる人々の運動・行動を沈静化するためのものであって

はならないはずである。今回の河川法の改正を受けて，淀川流域委員会などを

はじめとして，圏内では水系ごとに流域委員会が設置されてきている。たとえ

ば，淀川流域委員会は，近畿地方整備局が策定する「淀川河川整備計画」につ

いて意見を述べること，関係住民の意見の方法について意見を述べることを役

割としている。活動についても情報公開をしており 37)，こうした動きが，やが

て市民参加のメカニズムの発展と将来的な立法改革へとつながっていくことを

期待したし、。

VI 生態系の保護

すでに紹介した，人間環境宣言の原則 2，ダプリン原則 I，アジェンダ21.

18章の 8，琵琶湖宣言24, 25には， IWRMに生態系（または水生態系）の保

護を要素として掲げている。アジェンダ21では，「水資源を開発・利用する際

には，基礎的な必要性と生態系の保護が優先されるべき」こと，琵琶湖宣言で

は，「良質な水の持続可能な供給を確保するために，・・・生態系を持続可能な

方法で保護しかっ利用すべきである」としている。こうした目標に対応するた

めの主たる圏内法は，環境基本法，河川法，水質汚濁防止法などが考えられる。

平成8年 （1996)6月の河川審議会の答申一一 「21世紀社会を展望した今後

の河川整備の基本方針について」一ーにおいて，河川整備の取るべき方向のう

ちの 1つに環境への配慮が次のように示された38）。

人口の増加，産業の発展等，社会や流域の変化と度重なる洪水や渇水の

発生に対し，治水事業や水資源開発を緊急かつ効率的に推進した結果，環

境への配慮が不足した面があることは否めない。今後，流域の環境とりわ

け健全な水循環系や生態系のあり方を踏まえ，治水・利水と環境をともに

目指した河川整備を一層進める必要がある。

これに引き続き，同年 7月の答申一一 「今後の河川環境のあり方について」
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では， 「河川環境の保全と創造」の基本方針として， 「生物の多様な生息・

生育環境の確保」， 「健全な水循環の確保」，「河川と地域の関係の再構築」の 3

点が明示された39）。こうした動きを受けて，平成 9年，河川法の改正が行われ，

第 1条の河川法の目的に 「河川環境の整備と保全」が追加された。改正後の河

川法の目的は以下のとおりである。

この法律は，河川について，洪水，高潮等による災害の発生が防止され，

河川が適正に利用され，流水の正常な機能が維持され，及び河川環境の整

備と保全がされるようにこれを総合的に管理することにより，国土の保全

と開発に寄与しもって公共の安全を保持しかっ，公共の福祉を増進す

ることを目的とする。

ここでいう 「河川環境」とは，①河川の自然環境（河川の流水に生息繁茂

する水生動植物，流水を囲む水辺地等に生息・繁茂する陸生動植物の多様な生

態系），②河川と人との関わりにおける生活環境を指し，「河川環境の整備」と

は，多自然形川づくり，水質浄化事業等で河川環境を形成すること， 「河川環

境の保全」とは，水質の維持，自然環境・景観区域の保全，河川工事等におい

て環境への負荷を最小限にとどめることによる河川環境維持であるとし、う注釈

がなされている40）。

男IJ表 「河川環境の整備と保全」の事業例w

事業 内 容

v水質浄化事業，汚泥の淡i業

効果・目的

良好な水質の確保

V高水敷整正，河道の三層化，緩傾斜護岸，浸水護岸 ｜河川景観の整備，人と河川｜（自然）と

の触れ合い

vコンクリートの覆土，緑化，自然石護岸（多自然型 ｜河川景観の整備，動植物の生態系

川づくり） ｜の保全

V魚道の設置，瀬や淵の創出等魚がのぼりやすい川づ ｜魚類生態系の保全

くり

v湿地，ワンド，カワセミ池，ミドリシジミの森，シ 1動植物の生態系の保全，人と河川

カのイノシシのヌタ湯，ほたる水路，中州，干潟，ウォー｜（自然）との触れ合い

キングボード等の整備（多自然型川づくり）
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「河川環境の保全」の意味は，この解釈と「河川環境の整備と保全」として

実施してし、く事業例（別表）と合わせて考えると，全体としては，水資源の開

発と利用に生態系の保全を積極的価値として認めていこうとする IWRMの概

念が意図するところとは議離している。つまり，河川に関する様々な工事に，

人と河川の触れ合う効果や魚類・動植物の生態系保全の目的を加味しようとい

うことであって，生態系の保全が，治水・利水と同列に扱われているわけでは

ないことに注意を要する。「河川環境の整備と保全」であって「河川環境の保

全と整備」ではない，言葉遣いにも注意したいところである。もっといえば，

ダム等の建設による水資源開発をとりまく状況が厳しさを増すなかで，河川の

再開発という目的を，「環境」とし、う衣を着せて正当化しようとする意図が見

えなくもない。

河川法の「河川環境の保全」は，環境法体系においてはどう位置付けられる

べきか。 IWRMの視点からは，環境基本法等とは有機的につながり，環境保

全の役割の一端を担うべきであろう。環境基本法の目的は， 「環境の保全」（1

条）である。大気，水，土壌等の環境の自然的構成要素及びそれらの構成シス

テムに着目しその保護及び整備を図ることによって，これを人にとって，良

好な状態に保存することが，その中心的な内容とされている42）。河川法では「河

川整備基本方針Jを作成するに際して，環境基本計画との調整をはかることに

なっており（16条），環境基本法との聞にはブリッジがかけられている。しか

しながら，「河川環境の保全」が，流域概念を取り込んでいないこと，河川を

自然、的構成要素として水循環系の一部として捉えていないこと，むしろ河川開

発を側面から支える作用が見え隠れしていることなどを考慮すると，環境基本

法の「環境の保全」と河川｜法の「河川環境の保全」とは質的に異なるものであ

るといわざるを得ないであろう。河川法の位置付けは，基本法との関係以外で

も問題となる。たとえば，「絶滅の恐れある野生動物の種の保存に関する法律」

は，野生動物を生態系の重要な要素として，また自然環境の重要な一部として

扱いその種の保存を図るものであるが（1条），こうした法律ともっと密接な

関係をもつべきではなかったのではないか。

河川法の本来の目的，成り立ち，構造等を見てみると，河川法自体に生態系

の保全としての機能を期待するにはし、ささか無理があるとし、う反論もあるかも

しれない。やはり，将来的には，総合的な水資源管理法の制定が必要であろう。

それで、も現行法の枠内で考えなければならないとすれば，水資源管理の関連諸
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法律において中心的役割をもっ河川法の目的の改正には，もっと生態系の保全

や環境保護の趣旨を積極的に取り入れるべきではなかったか。今回の改正には

市民案も提示されていたが，それは，以下のように，河川法の目的を全面改正

するものであった制。先の改正河川法の引用と対比してみるとよい。

この法律は河川が豊かな自然と水循環の下で多様な生物の生命をはぐく

む母胎であることにかんがみ，洪水等による災害の発生を防止し河川を

適正に利用しつつ，多様な河川環境を健全な状態に保全して将来の世代に

引き継ぐことが現在の世代の責務であるという観点から，流域の自然的・

社会的・文化的特性に応じて水系ごとに，河川の整備，適正な利用，周辺

環境の保全と調和がなされるよう総合的に施策を推進しもって公共の福

祉を増進することを目的とする。

もしも，河川法の目的に生態系の保全が積極的に加えられていたならば，河

川法におけるその他の個別規定の運用，またその他の関連諸法の運用にも影響

を与える推進力となりえたので、はないか。たとえば，河川の使用形態の 1つで

ある許可水利権（23条）の運用についても，需要管理の他に環境保護の観点が

より強く考慮されることになろう。 1992年フランス水法では，公衆の衛生や安

全確保のため，または環境破壊のおそれがあるときに，行政機関は既存の水利

権の内容を変更できると規定している。また，アメリカ合衆国のそノ湖事件

(1983年）で，許可水利権の行使が制限された根拠は，公共信託の理論に基づ

く環境保護への関心（沿岸の景観，大気の清浄，生態上の価値など）からで

あった44）。

四おわりに

水法は伝統的法分野から見れば横断的存在であって，統ーした原理がないと

いわれる。本摘は試論的に，水法の諸問題を IWRMの概念でくくりながら扱っ

たものであるが，実際の手法としては，その要素として，水関連法の統合，市

民参加の充実，及び生態系の保全を中心的に取り上げて論じたものにすぎない。

本稿では詳しく扱わなかったが，この他， IWRMの不可欠の要素として，需

要管理（節水対策），渇水対策，危機管理，水の経済的評価等がある。水法の

新局面を本格的に論じるためには，こうした要素についての確認の作業と圏内
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法の「細かく，深L、」批判的各論的分析も必要である。このような問題群は今

後の筆者の課題であることを知りつつも，あえて水法の新局面を端的に表現す

るとするならば，これからの水法には，水資源の配分と諸決定にかかわる，多

様な見解や次元の異なる標準をまさしく統合してし、く起動的な仕組みが必要で

ある。

最後に，水法には特殊性と普遍性という 2つの側面のあることを指摘してお

きたい。水問題は，各国の地理的・自然的，経済的条件と関連しているから，

地域的な個別・特殊な問題といってよい部分があるが，他方において各国の水

管理は，その国の問題だけにとどまらず地球的規模で社会的経済的に影響を及

ぼしてしぺ。とくにわが国は，その国際社会における地位にかんがみて，水資

源管理の適切な方向性を示してし、く責任と国際協力が求められているように思

われる。わが国水法の課題は，水とし、うかけがえのない天然資源をどう有効に

利用し保護するかとし、う人類社会の重要な課題でもあるというべきである。
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