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Water Institutional Reform and
Changes in the Water Rights System in Chile

Masahiro NAKASHIMA

This paper analyses Chilean water institutional reform experiences in the
last two decades. The aim of this paper is to discuss a few implications learnt
by the experiences. In many countries of the world, state level institutional
reform has been implemented for more than two decades. The main objective
of such reforms was to improve the efficiency of various water uses.
However, policies and methods of the reforms, depending on the country's
traditions and political economy, are varied and changeable. In 1981, the
Chilean government enacted a very "progressive" water law, "The 1981 Water
Code," to adopt a market mechanism for water rights trading in order to
promote efficient water allocation and use. While the law has established
private property rights, it has caused several problems, including
monopolization of water by a power generating company and the accumulation
of water for speculative purposes, because of the unrestricted allocation of
water rights. A modification was made recently in 2005 to address these
problems. Chile's experiences may be looked upon rather as an experiment
that includes important implications to ascertain directions and methods of
institutional reforms that are ongoing or planned in other countries.
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発展途上国の人口の多くは農村住民であり, そ
の住民の生活向上に不可欠な条件は, 彼らの生産
活動に必要な土地・水・森林・海などの自然資源
へのアクセスである｡ その自然資源へのアクセス
を改善する可能性, あるいは改悪するかもしれな
い可能性をはらみながら, 自然資源管理の制度改
革が世界的に進められている｡ その制度改革の思
想的な推進力は, ①民間部門の効率性を重視して
政府の役割を制限する新自由主義, ②住民参加や
受益者参加を推進する民主主義などであり, この
二つは民間部門の役割重視という点で共通点があ
る｡ さらに政府部門の財源不足がその思想を受け
入れやすくしている｡

本稿では自然資源の中でも21世紀の大きな課題
のひとつの水資源の制度改革に注目し, 住民の生
活に重要な水へのアクセスと水利権の問題につい
て考察する｡ ｢世界水フォーラム｣ においても,
世界の水資源の逼迫１を予測して, ３年に１度の
国際会議を開催し, 過去４回に亘って水資源危機
の対策の啓発活動を続けている｡ 都市人口の増大,
農業生産や鉱工業などの産業の拡大に伴い, 世界
的に水需要は増大してきた｡ しかし水資源の供給
は, ダム適地の減少, 財政の制約, 環境問題など
から, これまでのような伸びが期待できなくなっ
ている｡ そこで求められているのは, 限られた水
資源の効率的な利用と管理である｡ そのための各
国政府の施策が水資源管理の一連の制度改革であ
り, その制度改革を発展途上国で後押ししている
のが, これまで水資源開発を支援してきた世界銀
行などの国際金融機関である｡

その制度改革の影響が近年農村や都市で顕在化
している｡ 農村部に見られる灌漑を巡る多くの改
革は, 国営灌漑事業の管理の一部を農家の水利組
織に移管する事業であり, メキシコ (Nakashima
1998) やパキスタンの事例研究 (Nakashima 1999,
2000) の他にも多くの実施報告がある (Marino et
al. 1999; Oblitas et al. 1999)｡ 受益者の参加を促
進するこれらの改革は, 一般的には望ましいもの
と考えられるが, その改革の方法や進展は各国さ
まざまであり, その移管事業の途上で新たな難
問２ (Palacios 1997:3－5; Bauer 2004:136) も表
面化している｡

他方, 都市部で進展しているのは水道事業の民
営化である｡ 先進国の多国籍企業が水道事業に進

出して, 多くの都市の公営水道を民間企業が直接
経営し始めている｡ しかし都市の水道を民間企業
が経営して, 水道水を商品として扱うことについ
ては, その是非の議論が市民から起きており, 政
治問題化しているケースもある３｡ 多くの商品と
異なって, 水は生命の維持に不可欠な物質であり,
それを企業利益のための商品にすることへの抵抗
感が, 先進国でも途上国でも大きいからである｡
具体的には独占企業４が水供給を利潤追求の道具
にしたり, 料金を値上げしたりすることへの恐れ
がある｡ 事実, 都市水道の民営化には成功と失敗
の事例が交錯する中で, その経営の在り方が模索
されている｡

このように水資源制度改革の行方は定かではな
い｡ 限られた水資源を効率的に使用する必要性は
言うまでもないが, そのために一般の商品と同じ
ように水を単なる経済財として扱うことには, 生
活や環境へのリスクというデメリットを伴う可能
性がある｡ また水という ｢自然 (資源) を利用す
る権利｣ の内容は, 水利用者の間で歴史的・文化
的・地理的に錯綜した関係の中で形成されてきた
ものであり５, 商取引の経済財として扱うには問
題が多く簡単ではない｡

水資源制度は, このような複雑な性格を備えて
おり, 現在この実態を踏まえ制度改革が幾つかの
国で試みられているが, この種の改革を先駆的に
行ったのが南米のチリである｡ チリ政府は, 20世
紀後半に新古典派経済学の思想を取り入れて, 経
済・社会政策全般の改革を強力に進め, 水資源政
策もその一環として実施された｡ 詳しくは後述す
るが, 水資源利用の効率性を追求し, 政府の関与
を最小限に抑えた水法 (water law) が1981年に
制定された｡ 水を利用する権利すなわち水利権
(water rights) を私的な財産権 (private property
rights) として保障し, その水利権を市場で売買
可能にすることで, 希少資源の効率的な配分を奨
励した｡ すなわち水利権を私的財産として国家的
に保障し ｢水利権取引｣ 市場が生まれることを可
能にしたのである｡

その画期的な水法を実施した結果, 経済・社会・
組織・環境などの側面において, プラス・マイナ
スの両方の影響が現れ, 水法のさらなる改革につ
いて1990年代から長い間議論が行われてきた｡ そ
してついに2005年６月に ｢1981年水法｣ を修正し
た｡ このチリの経験は, 各国で水資源制度改革の
方向性を模索している中で, 一つの実験的な効果
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を提供したと考えられる｡
筆者はこのような認識に基づき, 水法の修正直

後の2005年の８月から９月にかけて, 米国・ワシ
ントンD.C.およびチリ・サンチアゴで関係者６に
ヒアリングを行った｡ 1981年水法によってどんな
問題が現れ, その水法の修正によって, いかに問
題に対処しようとしているのか｡ 本稿ではチリの
水資源制度改革を一つの ｢先進事例｣ と捉え, 一
連の改革の経緯とその結果を明らかにしたい｡ こ
の事例は水制度改革を進める諸国や地域の参考に
なるであろう｡
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チリの水法は水利権を市場で売買できる世界で
も稀な法律である｡ この水法が導入されたのは
1981年であるが, 四半世紀を経た今も ｢先進的｣
な制度である｡ そのユニークさは専門家の間で注
目され, これまでに幾つかの研究成果が発表され
ている｡ 最新の研究成果は, 2005年に行われた
｢1981年水法｣ 修正の直前に, バウアーにより発
表されている (Bauer 2004)｡ バウアーは法学と
政治経済学の立場から, ｢1981年水法｣ 制定の歴
史的な経緯, 水利権の市場を導入した影響, 同水
法を改善するために交わされた1990年代のチリ国
内の政治的議論などを纏めている｡ 本稿第Ⅱ章の
歴史的経緯の記述は彼の研究成果によるところが
大きい７｡ バウアー自身はチリ国内で調査を重ね
ており, 彼自身の調査の後に行われた, 他の研究
者による研究成果も取り纏めて議論している｡ 彼
はチリの水利権取引制度を否定するわけではない
が, ｢1981年水法｣ に対して総合的に批判的な評
価をしている｡

水利用の効率化を目指して, 経済財として水を
扱う制度改革を, 世界銀行はこれまでに広く世界
で奨励しており, 世界銀行の関係者によるチリ水
法の研究成果も発表されている｡ その研究結果は,
水利権の市場取引を可能にした, ｢1981年水法｣
に対して肯定的であり, 今後は制度的な微調整が
必要であると考えている (Brehm and Quiroz 199
5:22－29)｡ しかしながら, 国連のラテンアメリ
カ・カリブ経済委員会 (Economic Commission
for Latin America and the Caribbean: ECLAC)
の専門家の評価は, 水利権の独占など負の結果を
招いた ｢1981年水法｣ に批判的である (Solanes

and Gonzalez-Villarreal 1999: 29－33)｡ さらにこ
の水法は行政の役割を強く制限し, (最後の手段
として) 水利の知識に欠ける裁判所に水紛争の解
決を委ねており, その結果, 一定しない (erratic)
判決が下されてきたと評している (Pena and
Solanes 2003: 12)｡ しかし, 代表的なチリ人研究
者ドノソは幾つかの改善すべき点を挙げながらも,
この水法が多くの点で成功を収めたと肯定的に評
価している (Hearne and Donoso 2005: 65‐67)｡
また他のチリ人研究者は, 水利権取引制度が農家
への水配分に不公平をもたらした結果を実証的に
示している (Romano and Leporati)｡ チリの ｢19
81年水法｣ を研究した日本人研究者はほとんどい
ないが, 最近発表された論文では, 水利権取引が
水の有効利用に繋がる可能性を認めながらも, 水
利権取引の前提である土地と水の財産権の分離に
ついて, その弊害を農業発展の観点から指摘して
いる (黒澤 2006: 19－20)｡

チリの特定の河川で水利権取引の実態を精査し
た研究は多くない｡ 研究事例としてはバウアーに
よるロス・アンヘレスでの調査 (1993年), ハー
ンによるチリ中北部４河川での調査 (1994年),
ガズムリとローゼングラントによる３都市周辺で
の調査 (1994年) が行われた (Brehm and Quiroz
1995: 6－7)｡ 最近の研究では, 水利権取引が最
も盛んなチリ北部のリマリ (Limari) 川流域にお
いて, 農家から水利権取引や価格のデータ収集を
行い, 水資源の特性に起因する, 不確実性や利害
関係者の存在などが, 水利権取引を抑制している
ことを明らかにした (Hadjigeorgalis 2000)｡

本章にはチリに特定した水法の先行研究を挙げ
たが, 水資源制度に関する先行研究は数多く存在
する｡ 例えばオストロムの著書はコモンズの観点
による重要な成果である (Ostrom 1990)｡ また水
資源制度を経済的に分析した成果 (Saleth and
Dinar 2004) が最新の文献として挙げられる｡
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｢1981年水法｣ の制定と2005年の修正はチリの
歴史と政治的経緯を抜きにして理解することはで
きない｡ 従って, 時代を遡って歴史の中でいかに
水利権が変遷してきたのか概観する｡ この変遷の
中でチリの水法を理解する大きなポイントは幾つ
かある｡ 第一に水利権の性格付け, 第二に政府の
役割, 第三に紛争解決の仕組みや環境に与える影
響などである｡
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チリで最初の水法は1950年に制定された
(｢1950年水法｣)｡ それはチリの伝統的な水利権の
慣習を立法化し, 国家による水利権の供与を法制
化したものである｡ その後の1967年および1981年
の水法と比較して, 私権と公権力のバランスがと
れたものであった｡ 水は国家の所有物であると定
義され, 水利権は国家の水を利用する私的権利で
あり, その権利は私的財産として, 不動産登記が
なされる｡ 水の使用目的を特定して取水施設を設
置すれば, 個人や団体は水利権を申請し取得でき
るが, その水利権を行使して実際に水を使用しな
ければ水利権を失う８｡ さらに当初申請した取水
目的を変更するためには, その水利権を一旦国に
返還して, 別の使用目的で新たな水利権を申請・
取得しなければならない｡

次に制定された ｢1967年水法｣ では農地改革９

を実施するため, 水利権に関する大きな変更がな
された｡ これは, 世界でも初めて議会を通じた社
会主義政権が, アジェンデ大統領の下に生まれた
ことの反映であった｡ このチリの農地改革は, 大
土地所有者から農地を買い上げて, 小農に分配す
ることを目的にしていた｡ この農地の再配分は当
然, 水の再配分を伴うために, 1967年の農地改革
法には水利権に関する条文も含まれていた｡ 農地
改革や水の再配分を行うために, 私的財産を保障
していた憲法改定が必要となり, 1925年の憲法に
規定されていた財産権の条文が変更された｡ すな
わち1967年の憲法改定では私有権を制限し, 同年
の水法では水は国家の財であり, 公共の利用に供
すべき旨が明示された｡ つまりこの憲法改定は,
私的水利権を国家が補償しなくても接収すること
を可能にした｡ その結果, 農家は水利権について
私的財産の法的地位 (財産権の保障) を失い, 彼
らの水利権は行政によって ｢許可｣ される制度に
変質し, 当然, 私的財産の水利権として不動産登
記をする権利と義務もなくなった10｡ この水利権
登記制度の消失は, 後述するように権利関係が不
明確になり, 将来に禍根を残すことになる｡

このような私権の弱体化は, 言うまでもなく,
公権力の強化を目的にしていた｡ つまり政府が農
地を買収し, 農地の適性作物を判断し, さらに水
利用を再配分することが企図されていた｡ しかし,
政府の組織やその能力はそれを実施するには不十
分であった｡ 1967年以降, チリの政情は不安定化
し, 1970年の選挙によるアジェンデ政権の後, 農

地改革のプロセスの中でさらに政治的・社会的に
不安定な要因が続出し, ついに1973年11月の軍事
クーデターに発展したのである｡
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軍事クーデターで出現したピノチェト政権は,
農地改革を実施しようとした, 社会主義的な前政
権の ｢時計の振り子｣ が反対側に振れるように,
市場経済と私有財産制度を重視する経済政策を採
用した｡ 後述する ｢先進的｣ な ｢1981年水法｣ 制
定の背景には, このような政治的なダイナミズム
が働いていたことを理解する必要がある｡ まず,
軍事政権は農地改革を停止して逆戻りさせた｡ 19
70年の中頃には軍事政権は農業セクターにも私有
財産権を強化して, 農地改革で政府に買収された
土地の再私有化及び市場における農地の自由な取
引を奨励し, 農業生産における政府の役割を小さ
くした｡ このような農業政策の実施にも係わらず,
｢1967年水法｣ は改定されることなく放置されて
いた｡ 農業政策では私権が拡大されたものの, 依
然として水利用制度では私権が制限されていたた
め, 1970年代のチリの水利権は混乱状態にあった｡
水利権の改定が避けられない状態にまで, 農業の
実態と制度の矛盾が表面化していた｡

この様な情勢を受け, 1976年に軍事政権は憲法
委員会を発足させ, その委員会では水利権の議論
も開始した｡ 経済政策と1967年憲法が矛盾した状
態を解決する必要に迫られていたからである｡ こ
の憲法委員会の議論の初期には, 市場で水利権を
売買できるような強い私的財産権は反対されたが,
少なくとも水利権を私的財産として保障すること
によって, 水利施設に対する私的投資11のインセ
ンティブを刺激し, その結果水利用が効率的に行
われ, さらに水利用者からなる水利組織が活性化
することなどが期待された｡ 最終的に憲法委員会
は水を使用する権利を私的財産として認めること
に合意した｡ それは後に ｢1980年憲法｣ にも含め
られることになる｡

1979年には新自由主義イデオロギーの影響がよ
り支配的になり, それが軍事政権の政策を決定す
るようになった｡ 1979年４月に政権は法令2603号
を発令して, 市場主義的な水利権制度を成立させ
(｢1979年法令｣), 先の ｢1967年水法｣ で否定され
た私的財産としての水利権を再び有効にした｡ そ
の第一の理由は混乱したチリの水利権を正常に戻
す必要である｡ 第二の理由は, 灌漑施設の公共投
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資を要求する主張に対抗するために, 水利の私的
財産権を保障することで, 水の効率的使用を可能
にする水路補修などの私的投資を奨励することに
あった｡ この法令は, 1976年の憲法委員会で議論
されたように, 水利権を私的財産として認める合
意によって可能になった｡

この法令はチリ史上初めて, 土地の所有権と水
利権を分離して, それぞれを別々に市場で売買す
ることを可能にした｡ それに伴い水利権の所有と
その取引を再び不動産登記することが求められた｡
水利権を市場で売買する方向を目指したのは, 政
府から派遣されシカゴ大学で学んだ, いわゆる
｢シカゴボーイズ｣ に代表される政府の新自由主
義的エコノミストたちであった｡ その取引をさら
に促進するために, エコノミストたちは水利権に
課税することも主張した｡ 売買可能な水利権を商
品や経済財として扱うことにより, 希少資源となっ
た水を効率的に利用し, 水を節約して余分の水利
権を売却すれば, 水利権にかかる税金の節約も可
能になる｡ つまり課税によって水利権保持のコス
トを高めるためである｡

これらの政策は水という ｢経済財｣ を農業セク
ターの中で取引可能にし, あるいは, その他の水
利用セクター (都市・鉱工業・発電など) との取
引を促進し, より高い経済価値を生む用途へ水が
利用されることを自由にすると考えられた｡ この
ような水利権の ｢商品化｣ に見られる自由市場至
上主義的な発想は, 新自由主義的エコノミストに
よるものだが, 政府の中の水資源や灌漑の専門家
や法律家は, 水資源の公共的な役割を重んじて,
水利権の商品化には反対の立場であった｡ 他方,
農地改革で水利権を法的に収用された経験を持つ
農家の最大の関心は, 水利権が私有財産として確
実に保障されること, そして水利への私的な投資
の安全性を確保することであり, 水利権取引への
関心はまったくなかった｡
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1981年に水法が制定された (｢1981年水法｣)｡
これは前述したような, さまざまに異なる考えを
持つ, 新自由主義的エコノミストと保守的な立場
の人びとの間の議論の妥協の結果であった｡ チリ
の政権は, 1989年にそれまでの軍事独裁政権から
エルウィン大統領に率いられた民主政権に変わっ
たが, この水法に関しては目立った変更は行われ

ていない｡ 世界で水資源の制度改革が議論され実
施される中, この水法の ｢先進的｣ な内容は専門
家の間で注目された｡ 立法後四半世紀を経て2005
年に修正が施されたものの, 法律の基本的な性格
はこれまで変わることなく実施されてきた｡ 第Ⅱ
章に述べたことが, 世界で ｢先進的｣ な ｢1981年
水法｣ が生まれた歴史的な経緯である｡

����������������		����

先ず ｢1981年水法｣ の大きな特徴を整理してお
こう｡ 第一の特徴は水利権が私的財産として, 土
地の所有権と分離されて, 保障されていることで
ある｡ しかも, 私的財産としての自由度は高く,
この財産権は不動産登記されて, 農業者の間でも
他の水利用セクターとの間でも取引が可能である｡
第二の特徴は水利用における国家の関与を強く制
限していることである｡ すなわち, 水利権取得の
申請が完全に自由になり, ｢正当な理由｣12 による
申請は必要なくなった｡ 単に, 水利権の申請が合
法的であること, 取水源に取水可能な水量の存在
を示すこと, 第三者 (既存の水利権保持者など)
に対する影響の無いことを示すだけでよい｡ 水利
権取得を広いニーズに開放することで, 水需要が
増大し水供給が希少資源となる｡ そして, 希少資
源になれば水が効率的に利用されるはずである,
との期待が水利権取得の自由化に込められていた｡
その他にも, 灌漑の私的投資を促進するため, 政
府による灌漑投資を大きく制約している｡

水利権への課税は ｢1981年水法｣ には盛り込ま
れなかった｡ 水利権を取得する際にも維持するた
めにも料金や税金は発生しない｡ 政府内で課税の
是非の議論は行われたものの, 水の最大の利用者
である農業セクターの反対によって, エコノミス
トが主張した, 水利権の商品化を強化するための
課税案は採用されなかった｡ 土地と水の所有権の
分離, 私的財産権の保障, 水利権への課税などは,
水を効率的に利用するインセンティブ施策である
と考えられた｡ しかしながら, 水利権への課税は
現実には不可能に近く, この課税見送りは妥当な
政治判断であった｡ なぜなら前述のように水利権
はあまりに複雑なので, その税額を行政的に決定
することは極めて困難だからである｡ また政府が
新たに税金の徴収を始めることは政治的にも不人
気である｡

1981年から2005年までの四半世紀に亘る ｢先進
的｣ な水法の実施において, どのような成果が実
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現されて, どのような負の側面が現れたのだろう
か｡ 2005年に国会を通過した ｢1981年水法｣ 修正
の直後にチリを訪問して, 関係者にヒアリングを
行った結果と, 既存の文献などにより整理してみ
よう13｡
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先ず, 理論的にプラスの評価として認識されて
いるのは以下の通りである14｡
① 政府から取得した水利権は私的財産として所

有権が保障された｡
② 水利権の定義 (永久的, 一時的15, 消費型,

非消費型など) が以前より明確になった｡
③ 政府から水利権を取得する手続きが簡略になっ

た｡

次に, 実際に現れた成果は以下の通りである｡
① 水利権を不動産登記して (公共事業省水総

局16：DGA) に記録される仕組みが整った｡ こ
の仕組みは水利権取引に必要な制度である｡

② 水利権の取引が行われて, 特定地域の水不足
の緩和に役立った｡ 水利権取引の最も盛んな地
域はⅡ章の先行研究に示したリマリ川流域であ
る｡ 例えば, 1987年から1996年までの農家間の
水利権取引は年平均155件であった (Hadjigeor
galis 2000: 39)｡ ハーンによるチリ中北部４河
川の調査によれば, 1994年以前の８年間の農家
間の取引は ｢僅か｣ である｡ ガズムリとローゼ
ングラントによるサンチアゴ首都圏の調査によ
れば, 1993年４月から1994年４月までの総取引
は587件であり, その内訳は農家間で76件, 農
家と都市水道会社の間で499件, 農家と鉱山会
社の間で12件であった (Brehm and Quiroz
1995: 6-8)｡ 但しこのようなpermanentな水利権
取引はごく限られた河川で行われ, 全国的な頻
度は低いと評価されている (Bauer 2004)｡ 他
方, 水利権の一時的な貸借や取引はより頻繁に
行われている｡ ハーンの調査によるサンチアゴ
首都圏のマイポ (Maipo) 川, ガズムリとロー
ゼングラントによるリマリ川などの一時的な取
引の例が報告されている (Brehm and Quiroz,
1995: 8－9)｡ さらに詳細な調査によれば, リ
マリ川では灌漑作期のみの spot 水取引の総参
加者数は年 (1996年前後) に1400農家の内500
人程度に及び,取引された量は全水量の約10％
程度である (Hadjigeorgalis 2000: 35)｡

③ 水利権の私的所有権が保障され不動産として
扱われるので, 小規模農家 (あるいは貧農) が
水利権を担保として, 銀行などの金融機関から
融資を受けることが出来るようになった17｡

水利権の保障は農家が望んでいたことである｡
それが実現したのは ｢1981年水法｣ の成果として
認められる｡ 但し, 水利権が私的財産として保障
されるべきか, あるいは共有 (共同体の) 財産と
して保障されるべきか, それは国・地域の伝統や
文化によって, 適切な形態は異なるだろう｡ 私的
財産権を基礎にする水利権の市場取引がチリで一
般化したとは言えないが, 限られた地域で市場取
引が行われるようになったことは, 一応は成果と
考えて良いだろう｡ しかしそれには次のようなマ
イナス面も伴っていたのである｡
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農家は昔から慣習的に水を利用しており,
1981年以前の慣習的な水利権の多くは, いまだに
登録されていない18｡ ｢1981年水法｣ の新しい水利
権の概念を理解した農家はどれほどいただろうか｡
水利権登録の必要性は言うまでもなく, その水利
権が売買の対象になることを理解できない農家は,
ほとんどの先住民を含め多かったに違いない｡ ま
た, 水利権を明確にすることに伴って相続の問題
が起きるため, 登録を避ける傾向も加わった他,
水利権そのものには税が掛からないが, 水利権を
持った土地の税が高くなるため, これを嫌う小規
模農家もみられた19｡ その結果 ｢1981年水法｣ で
損失を被ったのは小規模農家20である｡ 情報に疎
い小規模農家が大切な生産手段である水利権を失
うことが頻繁に起きた｡ 近代化 (新しい水法) に
対応できた大規模農家と, 伝統的な水利の慣習に
留まった小規模農家の格差が拡大した｡

これは農民の教育や知識の問題であり, 水利権
取引のシステム自体の問題ではない, との見方も
可能であろう21｡ しかし新しい水法が契機となっ
て, そのような社会格差が生じており, ｢1981年
水法｣ が農家の格差拡大に責任が無いとは言えな
い｡ 水利権取引には社会・経済的なメリットもあ
るので, その取引システムにより弱者が貧困化し
ないように, 情報の普及および教育やセイフティ
ネットの施策の充実が必要である｡
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すべての水利権の50～65％と推定される慣習的
水利用の多くは, いまだ不動産登記されていない
ので, 水利権取引のメリットが生じても取引の対
象になり得ない｡ さらに, 水利権が法的に明確で
ない場合は紛争が起きやすい｡ ところが, 紛争が
起きた場合, 水利紛争を解決する制度が不十分で
ある｡ 農業者間の紛争は水利組合で解決できるが,
他の水利セクター (発電や都市水道) との紛争は,
裁判所に委ねるほかないのが現状である｡ しかし,
裁判所は複雑な水問題に精通しておらず, 迅速な
解決も出来ないことが問題である｡ さらに ｢1951
年水法｣ には存在した水使用セクター間のプライ
オリティ基準22がなくなったことも, 水利紛争の
解決を困難にしている｡

水利者組織23には水路や河川の水利用者が参加
している｡ しかし, 最も大きな組織単位の ｢水監
視組合｣ でも, 管理する範囲は河川の取水する区
間で分断されており, 河川の全体を管理すること
はできない｡ 従って, 流域全体の利害を調整し環
境を保全するための統合的流域管理は不可能であ
る｡ また, 河川の最低流量の基準がないことも流
域管理を困難にしている｡
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水利権の申請が簡単になったために, 水利権所
有の独占化の問題が発生した｡ 水利権取得のため
に ｢正当な理由｣24 は不要であり, 水利用の利益
があっても無くても, 取水源の水量に余裕のある
限り, 権利の取得費用やそれに伴う税も求められ
ない｡ これが将来の価格高騰を見込んだ投機的な
水利権の取得を促し, とりわけ特定の水力発電会
社 (Empresa Nacional de Electricidad S.A.:
ENDESA) が独占的な取得を行い他社の事業参入
を困難にする事態を招いている｡ そのENDESAの
保有する膨大な水利権は, これまで火力発電の経
費が予想よりも安価であったことも原因し, 十分
に利用されていない25｡

これは排他的所有権である水利権を確保しなが
ら, その権利を行使せず現時点では資源を無駄に
する, という公益上好ましくない行為と受けとめ
られている｡ また, 上流で発電用の水利権が独占
されて, 中流で農業用の水利用が制限されること
も起きた｡
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土地の財産と水利権の財産を分離することの問
題である｡ 土地と水の権利を切り離して売買する
ことにより, 水利権を伴わない農地が生まれ, そ
の農地の生産力が激減する26｡ 生産能力の高い農
地を維持する観点に立つと, これは経済的な損失
である｡ 土地と水を一緒に扱うことは, 多くの農
民の生活や生産に馴染んだ習慣や文化であり27,
土地と水の分離は税の徴収制度28とも矛盾するも
のである｡ また分離されて水を失う土地の生態系
は貧弱になる｡ 従って一般的に環境保全の観点か
らもマイナスである｡ 土地と水の分離は水利権取
引を促進する発想に基づく水法上のルールである
が, そのような発想と実際の文化や生態環境との
間のギャップは大きい｡ なかでもチリの北半分を
占める半乾燥及び乾燥地域においてこの弊害があ
り, 農地の砂漠化につながる事態も発生している｡

土地は私的な財 (private property) であるが,
水は多くの場合, 使い回して共同的利用をする財
(common property) の側面が強いため, 水利用に
は経済的, 社会的, 地理的, 物理的な複雑性が伴
う｡ 地表水と地下水は繋がっており, 使用した水
も還元水として上流から下流へ移動し, 水は ｢使
いまわし｣ で共同利用されるコモンズである｡ 従っ
て利害関係者が多い水源の場合, 個人と個人の間
の水利権の取引がスムーズに行われない場合が多
い｡ つまり個々の取引の結果, 第三者への影響が
避けられないのである｡ しかしながら, 水の取引
と移動に伴う諸々のマイナス影響を最小限にでき
るならば, 社会的あるいは経済的にもたらされる
プラス効果は大きいであろう｡
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｢1981年水法｣ は市場における水利権取引で効
率的な水の利用を目指したが, いまだ水利権市場
が全国的に発達するには至っていない｡ 市場は限
定された地域に存在し, 典型的な例はリマリ川29

であるが, それはダムなどの水利施設が整ってお
り, 水量の把握や水の移動が比較的容易だからで
ある30｡ このような実績は水利権取引のメリット
として認めることができる｡ しかし, 多くの地域
では取引に伴う水の移動に, 新たな施設建設 (水
路などのインフラストラクチャー) が必要であり,
そのコストの大きいことが水利権の売買を難しく
している｡

多くの農家は水利権を持っておりその売買に関
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心はない｡ その売買ではなく, 水利権が保障され
その権利を守ることに最大の関心がある｡ 仮に水
利権に余裕があっても, 将来の水不足 (不確実性)
に備えて, 水利権を手放すよりも保持することを
農家は選好する｡ また取引する両者以外の第三者
(利害関係者) に, 取引の結果として悪影響が生
じる可能性がある｡ これも水利権売買に係わる不
確実なリスクであり, 取引コストを引き上げてい
る (Hadjigeorgalis 2000)｡

このような水利用に係わる不確実性は, 水利権
取引がいまだ全国的に広まらない大きな理由であ
る｡ 水の貸借やスポット取引であれば, それは自
然発生的な水市場 (water market) として多くの
国に存在する｡ しかし, 水利権を完全に手放す取
引市場が, 不確実性の避けられない水資源におい
て, 商品市場と同様に形成されるかどうか疑問で
ある｡ 効率的利用を目指して水利権取引制度を普
及しようとした, エコノミスト達の発想は大きな
誤算だったかもしれない｡ 水利用に係わる特性の
無理解が ｢1981年水法｣ の大きな問題ではないか｡
但し地域の諸事情が許す場合に, 水利権取引を可
能にしたことは, 間違いなく ｢1981年水法｣ の成
果であろう｡ 従って水利権取引制度については,
プラス・マイナスの効果が混在しており, 単純な
是非の判断はできない｡
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2005年６月に ｢1981年水法｣ が修正された
(｢2005年修正法｣)｡ 1990年代から水法の修正案が
議論されてきたが, 最終的な合意に至ったのであ
る｡ ｢1981年水法｣ が意図した水利権の効率的活
用の方法が, 一部の発電セクターによって想定外
の利用をされた｡ それが修正の最大の理由である｡
具体的には, 発電会社 (ENDESA) の水利権の独
占 (市場の失敗) とその権利の不履行が起きたこ
とである｡ 効率主義に走って非効率 (資源の無駄)
が起きたことは皮肉である｡ その独占が水力発電
事業の新規参入を阻害して, 将来の水力発電ある
いはエネルギー供給が不足することが懸念された｡
水利権の独占を防止して, 取引を活発にすること
が修正の目的であり, 独占を防止するために政府
が介入しコントロールできる権限を拡大し強化し
た｡ 取引を活発にするためであるから, 問題はあ
るものの土地と水利権の分離の原則に変更はない｡
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修正の最大の目的は水利権の独占的所有や投機
的取得の防止である｡ 主要な修正点を以下に列挙
する｡
① 独占的所有をしながらそれを利用せず, 他の

水利用を排除している現状に鑑みて, スペイン
語で ｢�������(fee for nonuse：不使用料金)31｣
と呼ばれる一種の罰金 (あるいは不使用税, 課
徴金) を課すことが法制化された｡ その意図は
政府の税収ではなく, 水利権 (つまり資源) が
実際に発電に利用されることである｡ ただし
�������は発電用の水利権のみならず, 農業を
含むすべての水利用に適用される32｡ 従って広
く水の有効利用を促す制度である｡ その料金の
額はチリ北部・南部地域 (水資源の多寡) と消
費型・非消費型などによって異なる｡ 2005年の
修正後６年を経て, 水利権行使の行為を開始し
てなければ, この料金は倍になるという累進型
である｡ さらに同様の状態が続けば修正の11年
後に料金はまた倍になる｡

② 水利権の取得には ｢正当な理由｣, つまり水
を使用する事業に相応しい取水量であることの
証明が必要になった｡ その証明として, 実際の
取水手段である取水施設の設置が有効である｡

③ 水利権の取得申請の際, 同じ取水源を利用す
る利害関係者に不利益が生じないよう, 第三者
への周知期間が以前の２ヶ月から６ヶ月に延長
された｡ これは水利用の公益性を以前よりも重
視する方針の表れである｡ また公益性尊重の例
として, 住民の生活用水を守る権限をDGAに
与えている｡ 例えば企業の水利権取得によって,
住民の生活用水が脅かされる場合, DGAは水
利権を企業に供与しない例外的措置を講じるこ
とが可能になった｡

④ 河川の機能や生態環境を守るための環境維持
用水 (最低流量) を確保することが必要になっ
た｡

⑤ 使用量が増大している地下水について, 量的
な制限を設けてその利用を水利権として許可し
管理する措置が設けられた｡

以上の主な修正の内容を纏めれば, ｢1981年水
法｣ では水利権取引による経済効率性を追求した
が, ｢2005年修正法｣ では経済効率性のみならず,
生産 (水利権の行使) と社会 (公益性) と環境
(最低流量) のバランスをとることが, 全体的な
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主な方向であると言えるだろう｡
これらの修正を確実にするために, DGAがす

べての水利権の情報を確実に把握できる仕組みを
整備する｡ 例えば, 特にこれまでに把握の難しかっ
た慣習的水利権をより簡単に登録できるようにし
た｡ また修正では地下水の水利権が合法化された
が, この水法の修正後６ヶ月以内は, 地下水水利
権の申請を簡略化する特例が設けられている｡ チ
リの政府機関である農業開発機関 (Instituto de
Desarrollo Agropecuario：INDAP) は小規模農家
を援助しており, 地下水水利権の申請もその援助
の一つである｡ このように中央政府のDGAの権
限が強化33され, それと同時に末端水利の組織強
化として水路組合が法人化された｡
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発電セクターの水利権保持者は対応を迫られて
いる｡ 新たに創設された�������制度への対策は
種々考えられる｡ すなわち, ①�������を支払い
ながら水利権を維持する, ②不要な水利権を売却
する, ③不使用になっている水利権の水を実際に
水力発電に利用する｡ �������制度の趣旨から,
第２か第３の対応が望ましく, それによって修正
の効果が実現する｡ 実際にENDESAは水利権を売
却する可能性が高い｡ 支出せずして収入だけが期
待できるからである｡ もし水利権を売るケースが
現れると, 水利権が逼迫している農業または他の
発電ユーザーにはプラスの効果が期待できる｡ 同
時に農業セクターと発電セクターの紛争を防ぐ効
果もあるだろう｡ 当面このような効果が期待され
るが, 修正後間もないために, ENDESAの対応を
しばらく見守る必要がある｡
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水利権取得の条件に挙げられた ｢正当な理由｣
が, DGAによって濫用される可能性がしばしば
指摘された｡ ｢チリモデル｣ は政府の役割を可能
な限り縮小して, 民間の自由な経済活動を促進す
る新自由主義の表れである｡ しかしそれとは逆の
政府の権限拡大により, 経済活動の自由が阻害さ
れる恐れが懸念されている34｡ 同時に権限の拡大
によって, 政府の役人の腐敗が起きる恐れも指摘
されている｡ このような懸念の表明は民間セクター
の人びとによるものである｡ その解決の一手段と
して, 政府が ｢正当な理由｣ を判断する決定過程
の透明性が必要であり, その過程に対するNGO

や水利組織の関与が効果的かもしれない｡
現在のDGAの組織能力 (人員や予算) では,

拡大した政府の権限や役割を果たせない｡ この役
割強化を効果あるものにするには, DGAの組織
的能力の飛躍的な強化が必要である｡ それを左右
する予算の承認に果たす国会の役割が注目される｡

環境保全のための河川維持水量 (最低流量) の
決定は容易ではない｡ DGAが流量に加えて水質
の監視まで行えるかどうか不明だが, 関係省庁と
の協力関係が必要であろう｡ 河川には既存の水利
権の所有者がいる｡ 水利権の余裕のない多くの河
川では, 政府が水利権を買い上げない限り, 新た
に維持水量を設けることはできない｡ 維持水量の
設定が可能な河川は, 水資源がまだ豊富なチリ南
部に限られるかもしれない｡

水路組合が法人化されたが, その組織能力の向
上が必要である｡ 植民地時代の荘園制度の頃 (17
～18世紀) から, 大規模農家が経済的にかつ政治
的に力をもち続けおり, 彼らが組合のリーダーに
なるケースが多く, 農民間の情報格差や経済格差
が解消されていない｡ 法人化により拡大された権
限を適切に遂行するためには, 水路組合の組織的
強化が必要である35｡
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分断された河川区間 (水監視組合の管轄範囲)
のみではなく, 流域全体で水資源を管理する組織
上の整備が必要である｡ しかし ｢2005年修正法｣
ではそれが棚上げされている｡ 水利紛争の解決は
既存の水利用者組織によるが, もしそれができな
ければ裁判所で行う, という ｢1981年水法｣ の枠
組みの修正は行われていない｡ 因みにブラジルで
は水の一時的な売買が可能であるが, 多くのセク
ター (利害関係者) が参加する流域委員会が水法
の範囲内で規制を行うこととされている (Marino
and Kemper 1999: 1－9)｡ またパキスタンでも水
制度改革が行われているが, 流域管理組織の設立
は不可欠の要素として含められている (Nakashima
1999: 128)｡ そのような流域管理の組織は, 1990
年代にチリ政府によって提案されたことはあるが,
市場による自由な経済活動を阻害する可能性への
懸念から, その提案は退けられた｡
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チリの水法の変遷は, チリの政治・経済および
農業を中心とする水利用の歴史と, 密接に関わっ
ていたことが分かる｡ 係わりの深い政治の動向は
第Ⅱ章で述べたように, 農地改革の実施, アジェ
ンデ社会主義政権発足, 軍事クーデターによるピ
ノチェト政権発足と新自由主義イデオロギーの台
頭, エルウィン政権発足による民政への復帰であ
る｡ その政治が目指す方向性と共に水法も変化し
てきた｡

個々の民間主導による農業水利が行われてきた
歴史を経て, 社会主義的傾向の強い農地改革の実
施により土地と共に水利権が国家に収用され, つ
ぎに新自由主義と共に水利権が無制限に私有財産
化されて, その後, 民政復帰と共に水利権の議論
が盛んになり, 2005年に至り私権と公権力のバラ
ンスの確保を目指した水法の内容に修正された｡

このようにチリの水資源制度は政治・経済イデ
オロギーの影響を受けつつ変化してきた｡ 筆者の
ヒアリング調査においても, インタビューの相手
が自らの拠り所とする思想や立場により, 2005年
に行われた水法の修正 (特に公権力の強化) に対
する評価も異なるのが現状であった36｡ これは,
チリの歴史すなわち発展経路に依存 (path
dependent) する形で政策が形成されてきたこと,
歴史や政治イデオロギーの文脈の中で現在が規定
されていることを示す例である｡ それは同時に
2005年の修正が, 異なるイデオロギー間の妥協の
結果であったことも示している｡
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チリの水法の変遷から水資源制度改革への示
唆37をまとめたい｡ 先ず ｢先進的｣ と言われる水
利権取引の制度をいかに評価すべきだろうか｡ 水
利権取引の制度そのものについて是非の判断をす
るのは難しい｡ この制度はプラスにもマイナスに
もなり得る｡ 実際にチリではプラスとマイナスの
両方が現れている｡ マイナスを最小限に止める仕
組みがさらに必要である｡ 2005年に行われた水法
の修正は, 社会と環境を犠牲にする可能性を含む
水利権取引制度の, マイナス面への対策と見なす
ことが出来る｡ この修正がどれほど有効かはまだ
分からない｡ 不十分であればさらに修正を施す柔
軟性が必要である｡

新自由主義にしても新古典派経済学にしても,
政治的・経済的な狭いイデオロギーに縛られては
ならないと私は考える｡ イデオロギーは二元論的
な ｢時計の振り子｣ の役割を演じて, それに社会
を合わせるよう強要しがちである｡ 伝統や文化の
基礎に立つ社会が, イデオロギーの型にはめられ
るとどうしても無理が生じる｡ 大切なのはイデオ
ロギーではなく人間の生活である｡ 経済効率至上
主義に囚われると, 経済効率の向上を目指す人び
との意図に反して経済活動を阻害し, 経済活動の
主役たるべき人間の生活や, 人間の生命維持基盤
である生態系までも犠牲にしてしまう｡ それは私
たちが現在, 人間疎外や環境問題として経験して
いることであろう｡

｢1981年水法｣ は水の経済的役割と効率主義に
偏重していた｡ 経済財としての水は, 水のもつ役
割の一つに過ぎない｡ 水利権取引の社会・経済的
メリットは認めつつ, 他方のデメリットを抑制し,
水の社会的・生態的な役割を促進できるように,
水利権取引の公正な条件を満たすべく, 水法にさ
らなる修正を加えるべきだろう｡ すなわち水利権
取引のプラス面を評価し, マイナス面への対策つ
まり安全装置 (セイフティネット) を充実するこ
とが必要だろう｡ バウアー (2004:132－133) に
よれば, 水利権取引制度のマイナス面は水利権取
引の不可避の結果であるが, それは必ずしも不可
避ではないかもしれない｡ 黒澤 (2006: 19) が提
案した優良農地の保全もその安全装置の一つであ
り, 小規模農家への対策なども必要である｡

水利権取引の制度が他の国 (ペルーなど) でも
検討されている (Bauer 2004: 25)｡ 本章で述べ
たように水資源制度は ｢経路依存性｣ が強く, 制
度の単純な移植は危険であり不可能である｡ なぜ
なら水利用はどの地域でも伝統に支えられており,
土着性が強いためである｡ 同時に, 経済・社会・
環境という普遍的な要素もあるので, それぞれの
地域性を中心に据えて, 新たな制度の実施と結果
の経験を学び合うことが有益であろう｡
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第Ⅰ章でも触れたように水資源改革において
｢民営化｣ が推進されている｡ これまでに述べた
水利権制度と民営化は ｢水は誰のものか｣ という
点で共通する問題である｡ 大局から見れば水道や
灌漑にしても, その民営化や水利権制度にしても,
水資源のガバナンスの問題である｡ したがって最
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後に, 水資源制度改革の一つの形として, 民営化
の問題に言及しておきたい｡

水利用の民営化 (privatization) は慎重に取り
組むべきである｡ 2003年に京都で開催された ｢世
界水フォーラム｣ では水道事業の民営化に反対す
る市民団体のキャンペーンが注目された｡ 灌漑事
業と水道事業における民営化は性格が異なる｡ 灌
漑事業の言わば ｢民営化｣ は受益農家による自治
的な経営・管理であるが, 水道事業の民営化は一
般的には受益者である市民の経営ではない｡ 前者
の受益者による自治的な経営は目標として望まし
いが, それを実現する過程は長期間を要する｡ 後
者の場合は経営主体そのものが最大の問題になる｡
水道事業の民営化の ｢民｣ とは誰なのかである｡

水は他の商品やサービスと異なり, 人が生きる
ために不可欠の物質である｡ 短期的な利潤追求が
最大目的の ｢民間企業｣ が, その利潤追求のため
に水道利用者を犠牲にすることはないだろうか｡
どの都市でも水道は独占事業なのでこの点が問題
になる｡ 水道を経営する民間企業は短期的な利潤
追求を克服できる経営主体なのか, そして長期的
な視野に立った経営により, 市民に対して持続的
な水供給を目標にできるのか｡ あるいは, 協同組
合や非営利組織などの持続的な水利用 (つまり生
命維持) が目的の ｢民間団体｣ (市民) が経営主
体になれるのか｡ この場合は, 企業的センスによ
る安定した経営の確保が課題になるであろう｡ こ
のようにいずれにしても水道事業の経営主体とし
ての ｢民｣ が問われている｡ すなわち水資源のガ
バナンスのあり方への問いである｡

チリでは全国の都市水道が民営化された｡ 首都
サンチアゴの水道は30年間のコンセッションによ
る民間企業の経営であり, スペインの資本
(Agbar社) が参入している｡ 現在の結果を見る限
りでは民営化の成功例であろう｡ 他方, 民間企業
による民営化の失敗例38も多く報告されている｡
受益者の ｢民｣ が参加する水道事業として, ボリ
ビアのサンタクルス (協同組合), イギリスのウェー
ルズ (非営利組織) などの例がある｡

水も含めて資源は人びとに利用されてこそ価値
を生む｡ 水利権を水利用ではない投機の対象にす
べきではない｡ 水の使用を伴わない利潤追求は社
会に利益をもたらさない｡ また, 農業用水につい
ては, 水利権と農地の所有権が分離されているこ
とから, 水利権の移動が他の財 (土地など) の利
用を制限することもある｡ 水道経営も利潤追求の

道具にすると公益との齟齬を生じる｡ このように
市場における経済利益や効率主義を追求すると,
却って人びとの不利益になる事例のあることが,
チリの経験から得られた教訓のひとつである｡
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水利権取引を含むチリ水法の変遷は, 私的な灌
漑開発の伝統と政治経済的なイデオロギーが色濃
く反映した結果であることを示した｡ すなわち
｢経路依存｣ 的な発展過程であるために, チリ水
法の ｢先進性｣ は国際的な目標である, と考える
のは早計であろう｡ チリ水法の実施結果にはプラ
ス面とマイナス面があり, 他の国や地域にとって
良い参考になる要素もあれば, 反面教師になる要
素もある｡ プラス面は水利権を所有権として保障
したことであろう｡ しかしマイナス面として, 水
利権の独占的所有, 投機目的の水利権取得, 水利
紛争の発生, 農家の水利の格差拡大, 水環境の悪
化などがある｡ それは水利権を私的財産として保
障した反面でもあり, これらのプラスとマイナス
はコインの表裏と見なすことができる｡ しかしそ
のマイナスは, 必ずしもプラスにとって不可避で
あるとは限らないと思う｡ 2005年の水法の修正は
マイナスを改善するためであったが, 更なる修正
が必要であろう｡ 新たな水利権システムの方向へ,
試行錯誤を伴いながら, チリ水法は進化している
と考えたい｡

本稿に述べたように, チリ水法の評価は冷静に
なされるべきである｡ さらに, 私的水利権の扱い
と関係して, 国営灌漑事業の組合への移管や水道
事業の民営化の議論も, 今後さらに深めなければ
ならない｡ それには各国の水資源政策の経験を蓄
積して, 政治的あるいは経済的イデオロギーに偏
る議論ではなく, 市民の持続的な水利用を最大の
目標にして, さまざまな形の民営化に関する経験
を学び合うことが有益である｡ 本稿の分析も今後
の水資源政策を考える一助となるだろう｡

注
１ 地球温暖化による影響も無視できない｡ すなわち,

世界の降雨の多寡を激しくすることが, 地球温暖化

の影響として予想されている｡

２ 例えば, 灌漑の受益者がもつ水利権は複雑である

が, 受益者への移管がスムーズに機能して, さらに
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効率的な水利用を実現させるには, 複雑な水利権の

明確化が避けられなくなっている｡ 移管の完了まで

をfirst generation problems として, これらをsecond

generation problemsと呼ぶことがある (Palacios, 1997)｡

３ ボリビアのコチャバンバでは水道民営化に反対す

る暴動が起きて死傷者がでた｡ その後政府はコチャ

バンバの水道の民営化を取りやめた｡

４ 食料は水と同様に生命維持に不可欠であり民間企

業が供給しているが, 食料については独占の問題は

水ほど先鋭化しない｡ 家庭に繋がる水道パイプライ

ンの系統は一つであり, 複数の水道経営企業が同時

に競争的に水道水を供給することは一般的には不可

能である｡ 水道事業の性格上, 公営でも民営でも常

に独占的である｡ それが, 水道事業の民営化が問題

にされる大きな理由であろう｡

５ それゆえに各国・地域独自の背景に基づく水利権

制度が形成されており, 特定の政治・経済理念に基

づく一般的な水利権制度は存在し得ない｡ 一般論の

成立しない典型例が水問題である｡

６ 国際金融機関の南米およびチリの水資源制度に詳

しい担当者, 水資源・公共事業・灌漑・環境・農業・

エネルギーなどチリ政府各機関の政策担当者, チリ・

カトリック大学の研究者 (エコノミスト) などをは

じめ, 国連ラテンアメリカ・カリブ経済委員会およ

びFAO, そして民間セクターとして水監視組合, 水

路組合連合, 国家農業協会 (Soiedad Nacional de Ag

ricultura), サンチアゴの水道会社 (Aguas Andinas),

経営コンサルタント, などの人びとと面会しインタ

ビュー調査を行った｡

７ 調査活動の一環として米国ワシントンDCでバウアー

へのインタビューも行い (2005年８月), チリ水法の

2005年6月の修正について意見交換をした｡

８ これは1981年水法と異なる点である｡ 1981年水法

では水利権を行使しなくても, 水利権を失わない｡

そして2005年の修正では水利権を行使しない場合,

水利権の所有者に課徴金の支払いが義務づけられた｡

９ Agrarian Reform Lawがフレイ・モンタルバ政権の

下で1967年に成立した｡

10 但し実際の農地における水配分のシステムは, こ

の法律で必ずしも変わったわけではない｡

11 水利権が私的財産として保障されなければ, 私的

な投資が無駄になる可能性があるので, 水路の補修・

新設などの投資インセンティブは期待できない｡ 結

果的にチリ全体として農業生産の増大が期待できな

い｡

12 2005年の水法修正で ｢正当な理由｣ が重視される

ことになった｡ 詳細は2005年水法修正の説明を参照

されたい｡

13 文献による場合は出典を本文に示してある｡

14 思想的立場により評価は異なる可能性がある｡

15 水量が増えた豊水期のみとか, 水利権者が使用し

ていない時とか, 一時的に利用できる水の権利｡

16 水総局 (Direccion General de Aguas: DGA) は公

共事業省の一部局である｡

17 しかし, 借金を返済出来ない事態が生じると貧農

は水利権を失い, 農業に不可欠の生産要素へのアク

セスを失う, というデメリットの可能性も孕んでい

ることに留意すべきである｡

18 1981年水法制定の５年以上前から水を利用してい

た事実を証明できれば既得権として水利権を獲得し

て登記できる｡ その証明には法的な手続きが必要で

あり, その費用をまかなえる農民は多くなかった｡

19 小規模農家の水利権登録を支援している国家農業

開発機関 (INDAP) におけるインタビューによる｡

20 小規模農家は約25万農家であり, 農家数の70％程

度, 農地面積の30％程度｡

21 インタビュー (2005年９月) によるDonosoの見解

であり, 彼のイデオロギーを反映しているように思

われる｡

22 ｢1951年水法｣ では, 飲料水と家庭用水, 灌漑, 水

力発電用水, 工業用水の順で優先されていた｡

23 水利用者の組織はチリでは大きな単位から, 川な

どの自然資源の利用を管理する水監視組合 (juntas de

vigilancia), ダムや基幹水路のような主要な施設を管

理する水路組合 (asociaciones de canalistas), 圃場内

水路のような二次的施設管理を管理する水利組合

(comunidades de aguas) からなる｡ 末端の水利組合

が集まって水路組合になり, 水路組合が集まって最

上層の水監視組合になる, という三層構造である｡

水監視組合は17～18世紀に自然発生的にできた制度

であり, 現在, 農業用水だけではなく, 生活用水,

鉱工業用水, 発電用水などの水利用者が参加する｡

水路組合と水利組合は農家だけの団体である｡ 農家

の圃場への水配分は水利組合の中で協議しながら行

われる｡

24 例えば, 実施する事業規模に応じた取水量｡

25 ある河川では13000ｍ３／秒の水利権を取得しなが

ら, 2500ｍ３／秒のみを使用している例がある｡

26 リマリ川流域において1987年から1996年までに水

利権を取得した農家の内, 4.78％が土地所有権を伴わ

ないものであり (Hadjigeorgalis, 2000:115), 土地と

一緒に水利権を獲得した農家が多いのは, 水利権取
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得者が農家の場合は自然であろう｡ 問題は農家以外

のセクター (都市水道や工業用水) による水利権取

得である｡

27 水管理を任されている水利組織は, 農家の耕地面

積に応じて水を配分し, 登記上の水利権の提示を農

家に求めるわけではない｡ すなわち1981年水法の法

的な裏付けのない水利用が行われている｡

28 国税庁は水と土地を分離評価していない｡ 生産性

が高い水利の良い農地の資産価値は高く査定されて,

農家は高い税金を支払っている｡

29 チリ最大の貯水池を擁する灌漑施設が整備されて

いる｡

30 さらに乾燥地帯であり水需給が逼迫していること

も水利権取引が盛んな理由である｡

31 この概念はチリの鉱山法に由来している｡ 採掘権

を行使すれば料金を支払わなくて良いが, 採掘権を

行使しなければ政府にpatenteを支払わなければなら

ない｡ つまりこの制度は資源の利用を促すインセン

ティブである｡

32 patenteは問題を起こしている発電部門のみに科す

べきとの主張もあった｡ 農業部門でも灌漑事業を実

施する予定で水利権が取得されており, 事業を開始

しなければ水利権を返還する必要が生じる｡

33 過去の ｢小さすぎた政府｣ に対して, 政府の権限

を拡大した一つの構造変化と見なすことが出来るだ

ろう｡

34 このような懸念を表明した意見は民間部門の多く

のヒアリング先から聞かれた｡

35 メキシコの例では水利組合の設立において, 大農

と小農の政治的な平等化を図る仕組みが作られた

(Nakashima 1998: 6)｡

36 ヒアリング対象者の思想的立場を強く反映する意

見である場合, その旨を注に記しておいた｡

37 水資源制度改革を行っているチリ以外の各国への

｢示唆｣ を本稿で提示することは不適切であろう｡ な

ぜなら本稿にも述べたように, 水利権制度は各地域

の歴史, 伝統, 地理的条件など極めて錯綜した関係

に制約され, 各国各地域各様の制度が形成されてい

るからである｡ 特定の地域の水利権制度の理解に立っ

て, その制度改革のためにチリの経験を参考にする

ことは可能であり必要であるが, それを論ずるのは

本稿とは別の機会に譲らなければならない｡

38 例えば1100万人の給水人口を抱えるフィリピンの

マニラの水道は, 1997年に公共事業省から新会社マ

ニラッドに民営化 (25年間契約) された｡ しかし,

アジア通貨危機 (1997年) の影響によるペソ暴落と

ともに借金がふくらみ, 水道に起因するコレラ事件

(2003年) も重なって, 次第に経営が苦しくなり2005

年に破産した｡
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