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農業水利規制の 基本的性格iにつ いて

新沢 嘉芽 統

1. 農業水利に現われる諸矛盾

わが国の農業水利には，農業生産力の発展の見地から見ると，不合理の面

多い。現象がに現れたままを列挙すると次のごときものがある。

( 1 ) 1河J11から取水する 2以上の水利団体の反当取水量に甚しい相違があ

り，慣行的に定められた施設構造と操作法により規定され，一方が不利な事

情に置かれているもの

( 2）一つの水利団体の内部地域に対する分水量が， 1.述の場合と同様な関

係にあるもの

( 3）施設と無関係に，番水などの人為的操作』慣行により，一部地域が不利

な事情に置かれ，あるいは一部地域が特権的に有利になっているもの

( 4）部落内あるいは部落聞の配水慣行により，水田の生産力を延ばしえな

いもの

( 5）用排水施設が不十分で，掛け流しなとを余儀なくされ，生産力を延ば

しえないもの

(6) 2以上の水利団体問で，排水施設の構造操作が慣行的に定まり，一方

の排水が不利な事情におかれているもの

(7) 1団体内部に lニ述の関係があるもの

(8) 1地域の水利改良が他地域の反対でできないもの

(9）一定地域が特定の施設の管理権？？掌握し，他地域の自由にならないも

の

(10) 1地域が水源の慣行水利権を独占し，他地域が実際は同一水源を用イ吏

していながら，用水分与に対する代償を支払い，あるいは一定の手続を強要

されるもの
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(11) 2以上の水利団体が共同で特定施設を改良管理する場合，一方が優越

を主張するもの

(12）同一水利団体内の地域でありながら，地域により費用賦課の割合が不

均衡なもの

(13）経常的な水利賛と施設の改良費に対する費用賦課の割合が相違するも

の

(14）一定地域が他と不均衡に施設の維持管理修繕に対する労力負担を定め

られているもの

(15）費用労力が町村費から，あるいは戸数割で出され，水田所有面積，経

営面積と無関係になっているもの

(16）費用は水EE'所有者が，労力は耕作者が出すもの

(17）同一水利団体内部の一定地域から，あるいはある定まれる個人が，団

体の重要ポス ト （例えは管理者，水門番など）をしめることを定めているも

の

(18) 2以上の水利団体が特定の施設を共同で管理する場合，上述の関係と

同様な事情にあるもの

(19）水田の土地の所有権と引水権が分離し，別々に売買，貸借の対象とな

るもの

以上は，ただ思いつくままに並べたのであるが，あらゆるものを整理分類

したら，なお多くの特殊なケースがあるだろう。上述のケースは単独で現れ

る場合もないではないが，大抵の場合いくつかが結合し，絡みあって現れて

いる。本論は，これらの個々の諸事情の特殊性を問題にするのではなく ，一般

的な性格あるいはこのような不合理に対する考え方を問題にするのである。

2. 水図引水権の所有関係

わが国の農業は水田を主体とする農業であり ，水は土地につぐ重要な生産

手段である。しかし，人工によって制禦されない水はかえって害がある。水

害とまではゆかなくても， 過剰の水は生産力を落す。 水がなければ水田には
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ならないし，不足しでも生産力は落ちる。水を合理的に利用するには，それ

ぞれの生産力水準に対応し，つまり技術水準に対応して，人工が加えられな

ければならない。これがi藍瓶排水の諸施設である。

土地も，不毛のままでは農業的利用に供せられなし、。抜根，整地，土境改

良，道路など人工が加えられ，はじめて耕地条件がととのう。しかし，人工

を加うべき程度は水とは比較にならなu、。水田の開墾な見ると，まず地盤の

切均しをやり畦畔を築立てて，水回面に湛水できる条件を与えなければなら．

ない。さらに途透の多いところでは，法透を減少させるため，耕土の下部に

心土層を搬入しなければならず，陛畔にも工夫がし、る。つぎに，水田に導水

し，あるいは余分の水を排除するための水路がし、る。水路は，大地域の水田

地帯では，小用排水路，用排支線，用排幹線に分れる。途中に谷や凹地があ

れば，管路や水路橋カ旬、り，山や凸地に対してトンネルも必要である。余水

を排除する余水吐，砂i留りたる沈砂池の必要なこともある。排水の場合に

は，湖j毎や河川への排水樋門，ポンプも必要である。用水の場合には水源工

事たるダム，頭首工，ポンプなども必要である。これらが完全に整わなくて

は，生産力水準を維持できる水田とはならない。水田造成費の大部分は，こ

のような水に対する施設の築造につかわれる。現在では，最も少いところで

反当り 10万円，干拓のように，以上の外，海水の浸入を排除するための海

岸堤防なと多額の費用を要するものでは， 30～4 0万円もかかるものさえ

ある。平均して 15万円は下らないだろ う。

土地については，一応地代論的な，あるいは制度史的な規準になる考え方が

ある。水に関してはそうはいえなu、。わが国農業にとって土地につぎ，人工を

加えるべき度合からいえば，土地以上に重視すべき生産手段でありながら，

事情が違うので，ヨーロッパ流の理論体系から類推，論証，評価すべき手が

かりがつかみにく u、。しかし，事態の推移は，無理にでも，その評価をせまる。

戦後農地改革の評価をめく’り，一部学者逮によって，水なる生産手段の所

有関係，正確に表現すれば，水の使用権の所有関係に対する，一つの理論的

把握形式が示された。それは，土地と水を分離する考え方である。農地改革
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によって土地は農民のものとなったと一応認めるとしても，水はそうはなっ

ていないというのである。農地改革によ って買収の対象になったのは耕地の

みであり，わが国農業にとって大切な山林と水が農民のものとならないかぎ

り，農民の解放はありえないともいうのである。極端には，山林と7j(に地主

制の基礎が残るかぎり，地主制は依然として農村を支配していると認めなけ

ればならないともいうのである。このような主張は，水に関する管理利用形

態の詳細な実証的調査によって裏づけられたとして主張された。そこには，

前述したような多〈の不合理と矛盾が現れていた。多くの人々は不合理と諸

矛盾が多く，かつひどいのに舷惑され，この考え方の正当性が立証されたよ

うに受取り，ほとんど定説であるかのように見倣されるに到った。これに伴

なって，政治的にも，水に関する変革が必要だという考え方が進出した。

しかし，このような，土地から水を分離する考え方は，論理過程に重大な

見落しがあるのである。社会科学として最も重視すべき基本的概念、を欠〈も

のである。それは，生産関係とはなにかを明確にする努力がほとんどない点

である。生産関係を問題にしながら，生産関係を明確にしようとしなかった

とは， v'v、すぎではないかと思う人もあると思うが，実際そうだったのであ

る。この問題ほど，とらわれた考え方が，必然的にどのような間違った結論

に達するものであるか，幼稚な間違いをしでかすものであるかをはっきD示

した例も少い。

地主制下では，土地の所有者たる地主に，小作人は高額な小作料を支払っ

ていた。多量の人工を加えなければ利用できない水なる生産手段が，土地と

別にあり，それが現在なお地主のものとして止るならば，農民がこれを現に

使用している以上，土地の方は農民のものとな っても， 7j(の所有者である地

主に当然使用料が支払わるべきである。それがないのはなぜか。この簡単明

瞭な疑問に，これらの人々の一人として答えることができなかったのである。

したがって，これらの人々は，水なる生産手段の使用権の所有関係，つまり

生産関係を変革すべき具体的な形を一度として納得できる形で明示すること

もできなかった。農民のものとなっているものを，そうならないと』、〈ら主
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張しでも，生産関係の変革として，農民に現在と異なる形で引水権をも一度

与えることのできないのは当然である。村落共同体といった農村内部の社会

的共同性の具体的検証や，水利の管理組織のような上部構造の具体的調査は，

生産手段の所有関係とそれにもとづく収取関係の検証に代りうるものではな

いのである。

わが国では，水と土地は分離して取扱われないのが普通で，水田なる概念、

には水も含まれていたのである。前節（19）としてあげた分離している場合

は，溜池地帯などの特殊例にすぎなかった。水田は，与えられた状態のまま

で，水もヲ｜けるものとして所有されていた。したがって，水田小作料は，士地だ

けの貸借に対してではなし水の条件を含んだものとしての，水田の貸借に対

して支払われていたのである。農地改革は水の改革をも含んでいたのである。

しからば，上述の人達が実証的に検討した水利に関する不合理，矛盾はい

かに説明さるべきか。ただ，水も農民のものとなったといっただけでは，水

の合理的利用による生産力の向上への見通しを与えるものではなし、。

3.水利規制の地代論的考え方

まず，問題を整理する意味で，水利規制によって，生産力が規定されてい

る側面だけを考えて見ょう。低い主産力は，水田からの収益の低さ，地主制

下では小作料の低さ，地価の低さとして現れる。もちろん収益，小作料の低

さというのは，絶対額の低さの場合と，費用，労力負担を差ヲIv、た残額の低

さの場合とを含む。そうすると，規制を与えられた条件とし，言葉通りの意

味ではないが，差額地代的な，あるいは規制による収益，小作料の差がある

という問題になる。ただ，困るのは，資本制地代としての差額地代は，豊度

と位置とu、う土地条件に剰余労働搾販の手段が求められたが，水利規制の場

合には，甚だ人為的な感をまぬかれないことである。もちろん，わが国小作

料と資本制地代を対比できるものではない。しかし，一つの反省として，資

本制地代の場合を考えることは無意味ではない。

資本制地代において，地代が剰余労働の搾取形態だとuサ本質的な点は論

外におき，差額地代の高さを規定するものは土地条件だけだろうか。そんな
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ことはなU、。技術水準を含んだ意味の生産力水準によって規定される。生産

力は人為によって変る。さらにまた生産力水準だけで，この場合の人為をい

いつくすこともできない。一例を上げれば，資本制社会において，既得水利

権のある水源に余裕があっても，その水源の他の者による利用は，既得権者

による制約なくしてはゆるされなし、。そういうことからも差額地代は発生し

うる。このような地代は，資本制地代でないとv'v、切れるだろうか。やは

り，この制約は，土地条件の差として差額地代の概念構成要因に含まれる。

位置の問題を考えて見るとさらに明瞭になる。位置による差額地代の概念、

は，市場と農場の距離，変通運搬要具の関係について考えられる。交通機関

の状態の変化，運搬要具の進歩は差額地代に変容を与える。市場たる都市の

発達，新たなる市場の出現，それに伴う港湾などの整備も差額地代を変化さ

せる。さらに，農場の存在する生産地域の規模の変化も，これら諸種の条件

と結びついて，差額地代を変化させる。これらは，単純に，地理的な自然条件

とはU、えず，生産力水準ともv'v、切れなu、。交通運搬事情を変化させる一切

の諸事情，社会関係の変化を含んだ意味で，一切の諸事情が含まれる。これ

らの諸事情が，自然的条件と結合して，地理的な一つの制限された有利不利

の関係を形成させる。かかる条件を独占する経営は，この有利不利な条件の

布リ約を受けることになり，これが差額地代に転化しうる剰余利潤を生む条件

となるのである。

しかしながら，豊度と位置の関係が，社会関係によって変りうるといって

も，すべてを社会関係のうちに解消することはできない。自然条件を基礎条

’件とし，これに一定の生産力水準が対応し，社会関係がこの生産力をわがも

のとして働きかけることによって，各農場に有利不利の関係を形成せしめ，

さらにその条件を限定された範囲に制限させることによるのである。そこに

け土，厳然として基礎に自然条件の差が横わっている。

われわれの問題たる水利規制の場合にはどうだろう。自然条件が，規制に

よる生産力の差等の基礎にないだろうか。多くの場合，渇水年に用水の不足

するところに，厳しい規制が存在し，生産力の不均等，生産力の低位が認めら
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れる。用水が潤沢のところほど，規制の制約を受けることが少u、。排水の場

合にも，集水地域の大きさと形，上下流の関係が規制の基礎にあり，これを

無視できないことを認めざるをえなし、。人為的規制であるからといって，こ

れだけで，規制の性格を論証することはできないのである。

資本制地代が，資本の論理の必然的発展として説明できるから，資本制地

代，あるいはそれに対応する剰余利潤と規定されるように，わが国の水利規

制による生産力の差等も，徳川時代には年貢額を規定する意味で幕藩封建制

的地代の差の一基礎であり，地主制下では地主的地代（小作料）の差の一基

礎として作用し，現在の零細農民的土地所有の下では収益の差のー基礎とな

っていると考える方が自然な考え方である。

4. 水利規制の社会的性格

そこで，第二に，規制の社会的性質の問題について考えてみなければなら

ない。不合理な規制を支えているものの性格の問題である。部落内部にわい‘

て，水利用の仕方は，徳川時代から一定の秩序が保たれ，この秩序は，部落

内の社会的秩序によって維持されている。この社会的秩序は，幕藩封建制の

解体によっても，農地改革によっても変らなかった。規制自体が不変の社会

的秩序に支えられて維持されているかぎり，この原因による生産力の低さ

は，古い秩序によって生み出されたものと認めざるをえないという考え方が

ある。

こういう考え方は，最も重視すべき収取形態の相違を見ておらず，大穴が

あいていることは，さきに簡単にふれた。しかし，かかる考え方に立つ人々

は，徳川時代の年貢も，地主制下の小作料も，不変の社会的秩序を基礎とし

て説明さるべきものであり，社会的秩序の同質性なる同じ原因によって維持令

されていると見ているのであろうから，最初から形態上の区別を見る必要が

ない立場にある。つまり，年貢と小作料の異質性が，だれの目にも明瞭であ，

るほと，納得性のある論証が現われるまでは，自己の考え方を放棄しないで

よいのである。小作地の意義の大巾にな〈なっている現状においても，地主ー

制の再編の原因はなくならず，当然のこととして，その原因を部落の社会的，一
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秩序の不変性に求めることになるのかも知れなし、。このような論理は，おしつ

めてゆくと，現代の資本制生産の最高度の発達下において，農村には，依然

として，徳川時代そのまま封建制を形成する同ーの原因があり，これは資本

主義によって基本的関係としては影響されるものでないとすることになり，

一つの日本社会を資本制と封建制と二重に規定するとし、う奇怪さをまぬかれ

ぬことになりはしないだろうか。

この考え方のも一つの間違いは， 7.)(の規制が，部落秩序によって支えられ

ている側面をのみ強調し，水利の不合理が部落秩序以外の条件によって説明

さるべき場合が，甚だ多い事実を深く追究しないことである。わが国の水田

は，河川を水源とするものが圧倒的比重をしめる。そして，取水について，

各水利団体聞に甚しい不均等がある。 一水利団体内部でも支線への分水に不

公平がある。支線からの各分水に対しでも同様で，細部に入ると部落と部落

の対立がある。取水口毎の，分水毎の，あるいは部落聞の番水にも不合理が認

められる。このような対立関係を私は地域的対抗関係としづ言葉で表現して

いるが，この対抗関係で規定された水利事情を与えられた前提として，その

条件下で部落内部の規制が定まっているのである。部落聞の対立，あるし、は

数部落を含む地域間以上の対立は，決して部落内秩序で説明できるものでは

ない。地域的対抗関係は，水の利用から見て，上下流その他の理由から，自

然的基礎を持つ対立として，優位と劣位の対抗の妥協として，一定の秩序が

維持されている場合が多u、。そうでないもので，自然条件に逆って慣行が維

持されているものもあるにはある。どちらにしても，用水の場合には，用水

が不足し皐魅現象が生ずると，慣行の実施をめぐり，地域聞に紛争が起るこ

とが多い。排水の場合も，長期に湛水するような場合に，そういうことが起

る。このような場合に，部落の代表，水利団体内の各地域の代表によって，あ

るいは水利団体の代表聞に接渉が行われ，争われ，あるいは妥協される。か

かる場合には，部落代表は，相手に対し，部落内の秩序の頂点にある者として

臨むわけではなし、。単に部落全体の利益を守るものとして臨むにすぎなU、。

もしも，彼が，自分は自己の部落の家柄であることなどで相手に対したら唱



74 水利科学 、第1巻第1号（1957)

笑されるのが落ちであろう。

部落間以上の広汎な地域の不合理な規制は，まったく地域聞の利害の不一

致につきるのである。もちろん，地域聞の対立といっても，地形や水の性質

といった自然条件につきるものではない。自然条件を基礎に持つが，対立関

係の内容は，生産関係の発展段階の異るにしたがって変ってくる。幕藩封建

制下において，対立するこ地域が異る領主の所領に属する場合には，対立は

領主間の対立である。収得する年貢量の問題でもあれば，領主の行政権内に

ある農民の生活基盤の利害をも代表する意味も合まれる対立でもある。同一

所領内<r;地域的対立の場合には，その地域内の農民の利害の対立であり ，年

貢を収め生活資料？と生産する立場の者として，その生産手段たる水の関係を

獲得保持せんと する者の対立関係である。そして，水量の制限地形的優劣，

支配Tffj積の規模の相違，あるいは先取得慌の有無など，複雑な要因によって

影響される対立関係である。対立関係に，妥協条件を与え，生産の秩序を維

持させる者は，多〈の場合領主であり，領主の意を体した仲介者である。領

主には，年貢を増大もし〈は安定させたいという立場と，領主の行政権を円

滑に実施するとu、う公平な裁定者の立場がある。 この二重の立場は， ある時

は矛盾し，ある時は矛盾をきたさなし、。このような矛盾を含む権力者の支配

の下における地域聞の対立であり，その対立の妥協として不合理な規制が成

立ち，維持されたのである。

明治維新以降は，多くの場合古い規制は慣行水利権として維持された。 こ

のことは，領主がなくなったにもかかわらず，古くからの地域聞の対立に規

定された各地域内の地主，自作農，小作農の利害をそのまま維持したことを

意味する。しかし，水利組合や耕地整理組合の組合員は土地所有者に限定さ

れ，水利は＊田の属性とされたから，小作農の利害は表面に現われるもので

はなかった。ただ，地主は， 小作料の収得者として，小作料を納め，残余に

よって生活を維持する小作農の立場を，自己の背後に持つ者として，生産力

を高めることに共通の利害を持ちながら，地域聞の対立の担い手となった。

しかし，地域的対立の表面に現れるものは，地主自作農とその代表である
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わけで，地主は実力者として，多額の水利費買改良費の負担者として，自己

の利益を前面に推し出すことができた。米価の変動，費用負担，小作料収販

の増大，あるいは確実さ，耕作の難易など，水利の対立の解決の規模と形に

対し，地主と 自作農，地主と小作農の利害は必ずしも完全に一致するもので

はない。ただ，収穫の安定増大という大まかな利益の共通性があるにすぎな

い。具体的な問題になると，上述の利害の厚薄が妥協条件と解決策に影響し

。
た

明治政府の幕藩権力と，基木的に水利規制に対する関係で違う点は，年貢

収取の関係がな〈なったことである。維新直後は，財政に対し地租の比重が

圧倒的で，地租は資本の原始的蓄積に対する最も重要な財源だった。最初は

．収取関係として幕藩の立場とあまり変らなかった。しかし，地租の比重が軽

くなり，政府として，水利の地域的対立を調整することが直接財政に影響し

なくなると，地祖を考えて調整に手心を加える必要はなくなった。公平な調

整裁定者としての側面のみが残った。水利紛争に対する裁判に，慣行水利保

を承認した上ではあるが，そうい う点を認めなくてはならなし、。地自の増大

安定を気にしている判決ではなし、。徳川時代では，年貢が多量に増i数される

見込のある場合には，慣行水利権が無視される場合もあったのである。また，

郡長など官公吏が水利組合の管理者になる場合も，水利紛争の調定者として

臨んでいるので，支配関係とは認められない。

今次農地改革後では，地主的土地所有の解体により，水利の対立は，各地

域の耕作農民間の利害の対立となったことはU、うまでもない。土地改良区の

役員が旧地主であっても，彼はもはや自身の所有地の利害のために相手と対

立接渉しているのではなく，地域の耕作農民の利害を代表しているのである。

5. 水利規制の変化

徳川時代以来の水利規制は，慣行水利権の形で維持され，不変のものであ

り，部落内の規制も，前述のように不変のものであるとしづ見方がある。か

かる見解は甚しい誤りである。変っているものがし、くらでもあるからであ

る。治水工事との関係でも，発電との関係でも，用排水工事によっても水利



マ6 水利科学 第1巻第1号（1957)

Jこ関する地域的対抗の形も内容も変っている。部落内規制も，耕地整理によ

って変るのである。

治水工事は，大規模に，土地改良による土地生産力の高度化の可能性をつ

くりだす。直接的には，寝の改良，阪入口の統合など，取入施設改良の可能性

を生む。治水工事の付帯工事として行われる場合にはただちに実現させる。

治水工事は排水関係には用水関係以上に影響する。沖積地帯の輪中形態は変

り，沼沢群をめぐる地域的対立はなくなり，細部の排水改良が進み，小排水

’路施設をめぐる紛争はなくなってゆく。排水の改良は，用水事情に反射し，

用水改良をせまり，用水の地域的対立解決への端緒となる。しかし，治水工

一事によ ってかえって，局部的には土地条件の悪化することもあり，良好にな

る場合でも程度が違う。工事には矛盾と摩擦がつきものである。治水が国営

で行われる場合でも，県営や町村営で行われる場合でも，用地買収，地元負担

，金の割合などで紛糾する。しかし，治水工事は，大体として地域全般の生産力

を高めるための基礎となる。個々の水田生産力は，治水により基礎を置かれ

た地域内改良工事と，水利の地域的対立の緩和によってもたらされる。

治水と直接関係なくても，用排水改良工事が，水利の地域的対立を緩和す

ることはいうまでもない。代表的な例として，用水統合あるいは合口といわ

オ1る河川からの多くの取入口をーケ所に纏めるものを上げよう。水利規制の

基本である水源事情は一変し，地域的対立は緩和する。合口ばかりでなく，

：水路，分水など諸施設の改良，ポンプの設置なと，用水事情を良好にするも

・のは，すべて，規制に影響を与えるのである。排水とても同様である。しか

し，諸改良を実施するにあたっては，古い規制により，優越な立場にあるも

のの反対，ないし優越性の主張などにより，改良は阻げられる。そして，結果

として費用負担，施設の構造操作，管理組織などに不公平なものを残し，こ

す1が新しい規制となってゆく。だが，この不合理な面の残存は，従来の不合

：理から見れば，がまんのならないものでなく ，はるかに良好な事情に変るの

である。

耕地整理によって，耕地区室I］が整然となり，用排水が分離すれば，各耕地
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の水の使用法は自由になり，もはや規制が問題にならなくなることはいうま

でもなν、。用水の不足するところでは，耕地整理に伴にて用水源の手当をしな

ければならないし，排水についても地区外に対して排水施設を設けなければ

ならない場合が少くない。用水源の十分でない場合には，番水など新規制を必

要とするようにもなる。排水でも新しい規制の生れる場合もある。それにし

ても，同様規制は変るのである。しかし，ここでも用排水工事場の場合同様，

従前の利害が絡み抵抗が生ずる。さらに，地主制の場合には，地主の資金投下

は，小作料の増大と他の有価証券などの金利と比較される。農地改革後では

農民の収益が問題になる。施設についても，地主制下では用排を分離しない

場合が多く，道路も巾が狭い。地主は小作料だけを問題にし，耕作者の利益

が無視される。これによって規制の形も制約を受ける。

治水工事はもちろん，用排水改良でも，耕地整理でも，政府の技術指導，

補助金なとを受けて行われている。規制の改変のテコとして作用しているの

である。また，発電など他種産業が改良の契機となることも少くない。

部落内の社会的秩序の不変性が支えとなって，水利秩序が変らないものな

ら社会的秩序が不変なのに，どうしてこのように水利秩序は変りうるのか。

変化の原因立，徳川時代では領主の利害，農芸の利害，維新以後では地主

自作農の利害，農地改革後では農民の利害であり，音II落共同体による規制

は，封建的生産関係ではなく，この場合，その時々の水利規制維持の組織で

あるにすぎないと思うのである。もし，逆Jこ，水利規制の不変性によって部落

秩序が維持されるという考え方があるとすれば，水利規制は上述のように変

りうるものであり，現実に変りつつあるのだから，部落秩序の固定性の原因

が一部水利にあるとしても，直接の因果関係ではないことだけは確言できる

ことになるだろう。

6.水利の共同利用

水利に関する地域的対立といい，部落内規制とし、し、，一つの水源を共同利

用することから起る。一つの水源を一つの経営なり一つの主体が使用してい

るかぎり，他によって制約される不合理は起きない。共同利用でわれわれの
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日常経験する最も合理的な利用法は，水道のごとき形態である。しかし，よ

く考えて見ると，これとてもはたして完全な意味で合理的な利用法であるか

とうかには疑問がある。配水地域の末端まで導水するには，導管の延長が長

くなり，多額の資金を要する。水源に近く費用の少くてすむところと同一料金

であることは，遠いところの使用者が，近いところの使用者の支払う料金

に，依存していることを示すものである。決して合理的とはv'v、きれない。

しかし，水道のごときは，公共施設であり，料金に差をつけることは，都市

行政としても，産業政策的にみても好ましいことではない。観点を変えると

この方が合理的だともいえる。どちらが合理的かは見方によるであろう。重

要な点は，同一料金制が，水道における共同利用に対する一つの見方なり立

場からの，大きな規制方針であるということである。水道だから規制がない

なと考えることは大間違いだということである。

水道の利用形態が，農業；｝押！の利用形態と比較し，甚だ進歩した形態であ

ることはいうまでもな＇、。農業水利においても，同一水量同一料金（反当水

利費として）に近い関係を，確立しているところもない訳ではなし、。しかし，

施設が水道のように十分にはゆかす，管理には多大の苦心を要し，なおかつ

水量的に公平が期しがたい。導水に管路を使用し，配水にメーターを備える

といった完全な設備には，多額な資金を要し，わが国農業では十分なことが

できない。畑地濯満では，ノかい水量で，できるだけ広汎な地域に合理的に配

水することが必要で，水道のような；~Jj度な施設が必要ではないかとの議論も

あり ，経済的に可能であるかとうかが問題とな りつつある。この点では，農

産物価格との関係が問題である。

では，今後，わが国の農業水利に合理的形態が現われる可能性が全然ない

かというに，必ずしもそうはv'v、切れなL，、。新しい水源による新しい開拓地

域とか，古い既水団地域でも，ァjく利施設を根本的に改変するもの，すなわち

大水源の新設とこれに伴う諸改良が行われる場合には，持ってゆきょうで，

必ずしも不可能ではないであろう。例えば，愛知用水のような場合に，公社

組織での売水も一つの考え方としてはありうる。もちろん，多くの研究を要
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する側面があることは当然であるが。しかし，古い用水地域では，社会体制

が変り，多数の零細農民による水の集団利用の体制が変るようなことのない

かぎり，多くの場合水道のような合理的形態を一挙に完成することは困難で

あろう。地域聞の妥協をはかりながら，施設を改良することによって，不合

理性を次第に除いてゆくより仕方ないであろう。

＊の共同利用を前提し，規制の不合理な関係が封建的であるかどうかは，

成立の歴史を詳細に検討することが一つのゆき方である。事例を調べて見る

と，領主は，むしろ地域差是民の利害対立を，し、かに妥協させるかに苦心して

いた場合が多いのである。領主としては，年貢収取者としての立場上も，裁

定者としての立場上も，決して一方だけの有利な解決を希望しない場合で

も，一方が既得権であったり，あるいは水利事情の成立過程から見て，やむ

をえず一方に有利な裁定を下し，不合理性が強〈印象づけられる場合が多い

のである。かかるものは，領主と農民の対立，封建的対立の基本とは無縁な

ものである。年貢収取者としての領主の立場上，あるいは藩聞の対立上r無

理な規制ができた場合もない訳ではない。このようなものは，成立上は封建

的といってよいであろう。これらのうちで，領主の権力によってようやく維

持存続してきたものは，維新後幕藩制の解体と水利組合の成立過程で，種々

な紛争が起り，整理されるものは整理され，整理ができないものは長く不安

定な紛争を続けた。明治以後政府は裁定者としてどう処理するかに苦労した

ものが少くなu、。仮りに，かかる成立の起源を持つ規制が存続し，現在の水

利事情を規定していても，これをもって封建制の残存と認められるだろう

か。その成立を援け，維持存続を援けた支配階級としての領主勢力もその行

政機関ももはやないのである。明治政府は反動的に振舞って，自己に利益を感

じて規制を維持したのではなし、。公平な裁定者として既得権を認めたにすぎ

ないのである。 一定の規制ができると，地域の利害が固定するから，改変が

容易でなくなるのである。既得権を公認することが水争いを治め，地域閣の治

安を維持する最良の方法だったにすぎない。生産関係に変化があっても，つ

まり ，土地の私有権が認められでも，規制はその変化と矛盾しないものだっ
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たのである。これが慣行水利権であり，幕藩封建制でも，地主制下でも，農

地改革後でも，あるいは農業が資本制生産で支配されることが仮りにあった

としても，慣行水利権のある部分は，その時々の生産関係下に存続する可能

性を持つのである。生産関係の基本とは直接関係がないものだからである。

7.将来への見通し

農業水利が，慣行水利権の形で守られることが，はたして農民にとって有

利であるかどうかは大きな問題である。農業生産力の向上という第一義のこ

とにとっても問題である。電源開発，工業用水，上水道との対立が，今日よ

うに激化して〈るとこの面からも問題である。権利内容を確定する方が，わ

が国の産業発展上はもちろん，農民の利益を守る上からも，有利であるかも

知れないのである。しかし，実際にどのように確定するかは，多大な困難を

伴うに違いなu、。他産業との対立や，水利団体聞の対立のような外部的対立

でも，不確定な要素があまりに多し、。さらに困難なのは，一つの用水系統の

内部である。形態があまりに多様であいまいである。また，これが外部との

確定を妨げ6面もあるだろう。

われわれは，規制が明治以来大きく変ってきている事実こそ重視すべきで

ある。なにか，不合理な側面があまりにそのまま残っているようにも見える

が，多際は多くの変化が生じているので，それゆえにこそ，水争いも減少

し，水田の生産力も高くなりえたのである。このような変化は，明治以来の

政策により，あるいは経済上の変化に対応しでもたらされたのである。治水

や発電，それとの共同によって促進され，あるいは土地改良への政府の援助

によってそうなったのであり ，地主，農民の努力によ ってそうなったのであ

る。

しかし，水利の矛盾を解消することが，意識して政策として実行されたこ

とはu、まだかつて一度もない。一つの水利法さえない現状を見れば明かであ

る。政策的に見ると，食糧増産などのための改良により無意識に実現したの

である。意識的に政府の援助により，諸改良を伴うことによって水利規制を

合理化し，生産力を向上させることが大切である。農業生産力の向上の見地
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つがらしても，他産業から農業を守るためにも，他産業のための産業政策上か

らも必要である。水利規制は，ただ一片の法制によって改変できるものでは

ない。水源の鉱充と施設の改良が先向しなければえらないのである。法律

で不合理なものだから公平にしろといっただけでは，ただ水争いを激化し，

紛争を激化するだけで，その法制を作製した勢力を弱める作用を持つだけに

終るであろう。 （東大農学部助教授）
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