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水利用率の向上と経済的考察

小山要之介

まえがき

水需要は増加の一途をたどり，夏季渇水期には毎年水不足の状態，いわば

慢性的水不足に襲われる地域があらわれた。それにも拘らず需要は今後の都

市人口の増加や，産業の大規模化に伴って飛躍的に延びる見込みである。一

方新規水源の開発は地理的，あるいは社会環境的に困難な状態が次第に高ま

ってきている。

供給の面から見て，今後の都市用水はどこに活路を見出して行くべきであ

ろうか。経済的見地から海水淡水化は特殊ケースを除いて未だしとすれば，

水源難の時代におけるピンチヒ ッター，それは水利用率の向上による，転

用，回収，還元等の合理化によって生み出される水ではなかろうか。

1. 水利用率の向上の必要性

(1）最近の水資源開発の コストについて

上水道の原水単価2円，工業用水の料金を 4円あるいは 4.5円として，そ

れぞれの水源開発の妥当投資額を算定していた昭和 30年代の前半において
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は，確かに水源は比較的豊かで余裕さえあった。地沈対策のために地下水の

汲上げ規制が実施された昭和33年においては，工業用水の全国平均料金は 3

円弱で，地下水から河川水へと水源を切替えて工業用水道にするために，始

めて補助金の制度が設けられて，政策単価として上記の 4円が決められた。

その後は，御承知の通り，人口の都市集中と，産業の高度成長に伴って水

の需要は急激に増加して，水源の開発がそれを追う形で実施されて今日を迎

えた訳であるが，今後は新しい国土開発の構想に従って，行政区画を越えて

建設単価（百万円／m3/s)

第 1表 開発コスト一覧

原水単価（ドJ/m3/（ダム名）
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地域開発の基本を整え，需給のバランスを強力に計るために，より先行的か

っ広域的な開発が行なわれることになろう。

新規水源の開発は，必然的にコスト高の傾向をもっているが，河川総合開

発事業について開発コストを調べてみると第 1表のよう になる。

表を見ると，m3/s当りの建設単価が 10億円を超える地点が現われており，

さらに水源と需要地を結ぶ導水施設のために 5～10億円が必要である。東京

の上水道の場合でも矢木沢 ・下久保の建設単価は 7～8億円であるが，これ

に利根導水路分を入れると，浄水場着では14億円程度になり多摩川や，江戸

川からの取水に比べてかなり高い建設単価になっている。一方，長柄可動堰

と正蓮寺利水は何れも淀川， 中津川の維持用水の転用合理化による開発施設

であるが，水源が需要地域にあるため導水費がほとんど掛らなし、。利根河口

堰の場合は需要地と離れているため，導水の必要があるが，一般には河口堰

は需要地に近接しているため，総合的にみた水源開発費は割安で、ある。

(2）水利用率向上の可能性

今後の水資源開発では新規ダムの建設とともに，入手し易さの点および経

済的見地から合理化や回収等においても水源を見出し，開発を進める必要が

ある。これらの点についてまとめてみよう。

1. 工業用水の回収率向上を計る こと

工場内の循環利用については，工場全体の生産力の合理化に結びっく大き

な問題であり，業種別の生産工程とか，工場所在位置等を考慮して，徹底的

な回収利用を計る必要がある。

昭和40年の淡水使用量 4,900万m3／日のうち回収水は36%の 1,800万m3／日で

ある。所が冷却用水等の回収可能水は少なくとも60%，約 3,000万m3／日はあ

って，今後さらに工業の方向が鉄鋼，化学部門で発展して行くことを併せ考

えれば，回収コストの割高分を見越しても70%以上の回収率を目標にする必

要があり，また充分可能である。

2. 産業廃水の再生利用を計る こと

公害防止の見地から工場排水の規制や，水質保全法によって河Jllの汚濁を

防ごうとする措置は採られている。これをより積極的に進めて廃水を回収処

理して再利用する立場が要求され，少なくともコスト面で難点があるけれど

も技術的には可能で為るケースは多L、。施設の改善費が多額なために回収可
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能分を含んだま ま捨てられている廃水は昭和40年の場合，少なく とも40%,

2,000万m3／自に達している。 回収処理の技術とコ ス トを勘案した場合， 新規

水源開発に匹敵する再生水の開発可能量は，10%，約 500万m3／日を上回ると

考える。

3, 下水処理水を再利用すること

下水処理水を工業用水へ再利用する目的で現在東京，大阪，名古屋， 川崎

の各都市で合計約 50万m3／日の施設を有している。これは全国の都市下水の

処理量約 600万m3／日の 8%にも満たないものであるが，なおかつ実際に再利

用されているのは僅かに約 20万m3／日にすぎなし、。これは工業廃水の場合と

同様に，処理のコス トと再生水の水質に問題がある訳で，今後増大する都市

用水に伴って下水処理量は増加の一途をたどる ことは必至である ことを思え

ば，経済的，技術的に徹底した検討が必要である。

4. 河川維持用水を転換利用する こと

河口堰を建設して，従来河口付近において流水が果していた役割を解除す

ると同時に，堰止められた流水を用水と して転換利用することは一石二鳥的

効果がある。水源としても需要地に接している点で導水施設費，維持費が格

安である。

長柄可動堰，利根河口堰に続いて長良川， 六角川， 芦田川等に建設計画が

あって，今後の開発が期待されよう。

浄化用水の転換利用について，例を隅田川にとると，浄化用水として荒川

の余剰水を昭和39年 9月から42年末までに約 8億 m3新河岸川と隅田川へ導

通水されており，さらに昭和43年4月からは利根川の水も一定条件の下に導

年 度

昭和39( 9 ' l 0月）

昭和40( l～12月）

昭和41 ( l～12月）

昭和42( l～12月）

通水量

72,000千m'

206,000 

331,000 

280, 00（〕

水されることになっている。浄化水の

導水によって確かに水質の改善はあっ

た。今仮りに年間 3億 m3の河川水を

生活用水に見立てると 5001/l人Ii日，

有収率70% として都民約 120万人分に

相当し，略々下久保ダム（東京都の建設

費負担分約 100億円で 12.6m3/sの上水道の供給を行なう）に匹敵する規模である。

その上， 国は河川汚濁対策費として約16億円を支出 しているこ とを併せ考

えれば，将来下水道および下水処理場の整備と相まって当然転換利用の途が
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聞かれてこよう。第2例として正蓮寺川利水事業についてみると，大阪市内

河川である中津川（下流部が正蓮寺川となる）を維持している 8.5m3/sの維持用

水を，阪神地区の都市用水に転用し，かわって正蓮寺川およびさらに下流の

六軒家川の浄化機能を維持するために，淀川河口部から海水を揚水して通水

しようとする事業である。この事業では中津川を埋立ててそれを街路として

再生利用するとし、う事業をも合せて行なっている。

浄化用水としての維持用水を転用する場合には当然下水道事業の整備と都

市河JI／の水質保全規制を徹底的に行なうことが必要であるが，都市の環境整

備の立場からも将来市内河川の清浄化に対して思い切った施策が必要であ

る。

5. 慣行水利の合理化を促進すること

水の合理化利用が論ぜられるとき，必ず出されるのが慣行水利をめぐって

の論議である。そしてその焦点は技術的解決策と法的権利の取扱いを如何に

おさめるかにある。

慣行水利は河川水そのものであって，還元して反覆利用されるので，取水

量の不合理などを追及してみても期待する程の余剰I水は生れてこない。とい

った考え方も確かにあろうが，ごく小規模の受水区域の場合を除いては施設

を合理化することによって生れてくる余剰水については，水源施設の規模を

左右したり，水源河川の確保流量に直接影響をもつことになる。従って農業

部門自身が取水の安定による利益を得て，なお余剰水を還元して水源の再開

発的効果を挙げうる所の合理化については大いに促進を計る必要がある。

施設を合理化することから，見掛けの水量減に対する地元民の不安感と，

権利の主張，施設改良に要する費用と余剰水を受ける利水者側との金銭的な

おもわく，そして河川管理の観点から，水の使用をめぐる公水 ・私水論議が

連鎖反応的にくりかえされる。

今，利根導水路建設事業について見ると，埼玉県行田市地先の利根川に取

水堰を設けて，荒川までの導水路と，荒川秋ヶ瀬地点における取水堰，およ

び東京都の村山浄水場までの導水路を設けることによって，東京都上水道水

16. 6m3/s，埼玉県内の上 ・工水 3.4m3/s を導水するとともに， 見沼代用水他

7用水に対する取水の安定および利用の合理化を図る事業である。

合口堰の建設によって取水を統合された関係受水地域は29,000へクタ ー
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ノレ，取水量は約 85m3/s で，その内には見沼代用水（44. 63m3/s），葛西用水

(25. 47m3/s）などの大規模な受水地域がある。

この事業において農林当局はせっかくの合口堰建設の機会に合理化に伴な

う余剰水を生み出す計画を打ち出したが，地元民の反対によって反覆利用に

必要な排水施設の改良を第2段階へ送ったために， lm3/sの余剰水も生れて

こない形になってしまったが，事業の性格からいって大いに問題を残してい

るといわねばならない。

合理化の事業が実を結ばないままに合口堰と導水路だけ改められれば，今

後の合理化に及ぼす影響も大きく，かつて不安定な取水をしていた時よ りも

確実に余剰水を取水することにもなるので，河川管理の立場からも何らかの

手を打つ必要が生じてこよう。地元民の不安感をまじえたおもわくがある。

確かに施設更新による効果はあろうが，労力の節減や施設の維持費の削減

を如何程期待しうるものであろうか。まして施設改良の出費に対して収穫増

が期待されない。取水の慣行を縮少するのに何故自分遠の金を出す必要があ

るのか。・・ー・・この疑問に対して答えを出さなければ問題は解決しなし、。

2. 水利用率向上の促進に対する考察

(1）再生利用水のコストダウン対策

産業廃水の再生水，下水処理水の再生水は前述のように水質とコストの点

について今後の諜題がある。

東京都の下水処理水についてみると，処理技術は原水の内容によって変動

水 源 処理応 力 現在給水量

三河島下水処理場｜ 138, 00Qm3/s / 120, 00Qm3/s 

南砂町下 水処理場｜ 188,000 i （休止中〕

はあるが，①食品の原料，②化学薬品の洗i機水，①高級染色用水，等のごく

限られた分野で使われてL、ないということで一応問題はなL、。一方コストは

四大工業地帯の地盤沈下対策の扱いで 1日 100m3までは 4.5円／m3，超過料金

は8円／m3であって一見不都合はなさそうである。所が実際は需要側では地

下水を規制は受けてはし、るがその限度内で汲み錫げ使用 しており，使用後の

廃水量も明確を期し難L、。一方工業用水道からの受水分は，廃水量も当然明

確であるため，下水道使用料（10円／m3）を支払う必要がある。加えて地域の大
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企業では最近回収循環水の使用が急速に延ひ．て来た。東京都としては当初地

沈対策の地下水代替として 30万m3／自の需要を予定して施設を設けたが，上

記理由によって現在 12万m3／日しか実需要がなく，引続き増加の見込みのな

いままに，遊休中の南砂町処理場は上水道の浄水場として転換使用する計画

が具体化しつつある。

この例から再生水対策をまとめてみると，

①水質が新水の場合より僅かに劣るが，むしろ不安定さをきらうので特に安

定給水のための考慮が必要である。

②供給源たる下水処理場と実需要地区とは必ずしも接近したものではないの

で，地沈対策等に限定しないて事需給計画をたてる。

その際工業用水道事業の補助金制度の中に下水処理水を供給源とする場合

の，料金，補助率を新設するとか，工水と生活用水（雑用水）との多目的施設

にしてコストタ・ウン策を計るなどは有効な措置となろう。

(2）慣行水利の合理化に伴なう扱いについて

土地改良の立場からは，更新による効果，営農費用の節減が期しうるほ

か，最大の効用としては取水を安定にすることである。それらの便益のため

に相当な支出は当然のことでおる。

一方，そのように施設を合理化することに伴って生れる余剰水について，

「河川の流水は，私権の目的となることができない。」（河川法第2条）ことか

らいえば当然取水河川へ還すことになる。従ってかんがし、期流況がその分だ

け改められ新規利水者の水源計画面で活用が期待できる。

そこで，合理化事業と新規利水者の水源開発事業が関連して実施される場

合には，合理化に要する費用について，

①土地改良事業である立前から，先ず補助金分を支出する。

②地元負担分のうち，新規利水者が先ず③の範囲で負担し，残余を地元負

担とする。

③新規利水者は，余剰水によって改善された流況を勘案して水源の計画を

検討し改善された流況のために水源規模を縮少しうる費用（減少分離費用）

を以って負担額とする。

以上はあ くまで原則の提案であるが，これによって地元側の負担は実質的

に 0あるいは Oに近づく ことが予想される。
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合理化余剰水の取扱いをめぐる識者の多くの意見がある。私見は現行の法

律と制度の内で合理化の促進が可能であるとしてまとめたものである。

受水区域の減少に伴う余剰水の処分をめぐっての取扱いについては一応別

の問題としてこの項ではふれなL、。

むすび

新規水源の開発は，水没地域の補償処理について社会，経済環境の向上に

伴って従前とは比較し難い程条件の変化に直面しつつある。水源地域の再建

対策とか，関連する地域の開発などの実施に伴って開発コストあるいは完成

予定年次に影響を生ずる場合も起きょう。また需要地域と供給水源とが水系

を異にするために，流域変更による分水方式による場合は殊に問題が多L、。

このような新水源開発上の困難な問題は政府の水資源開発に対する姿勢，

例えば地方行政区画による随路を打開するとか，水没地域の再建に伴う関係

行政機関の横の強い協力体制をつくる，など強い力と自信が必要とされよ

う。将来深刻な水不足がやってこないように先手を打つべきでおる。

水の再生利用とか慣行水利の合理化など本文の中に述べた水源開発の立場

は，あくまで新規水源開発との関連において重要視されると思われる問題に

ついて私見をまとめたものである。

（経済企爾庁，水資源局水資源課主査）
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