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き継いだ東京は,広義の流域概念を前提に,工学技術

の発展と上水需要のさらなる逼迫を背景としつつ,戦
前戦後の「開発から管理へ」の段階的展開過程を,河
川水資源の他目的との調整という新たな課題へ対応し

け う

ながら実践した,希有な対象といえる。つまり,利根

川関係流域を扱うことで,統合的流域管理の理念型を

示すことができると考える。

II。 「河川流域」の類縁用語

1.英語術語にみる原義

そもそも流域とは,分水界で囲まれた当該河川の区

域 (流域)に降った降雨が,河川表流水として集まる
“流出区域",“集水区域"を指す用語である。英語で

は, catchrnent area, 、vatershed, drainage basin,

river basinな どがほぼ同意として併記されることが

多い。しかし,正確には各分野・地域で使用に若干の

差異がある。

catchment areaま たはcatchment basinは , 集水

区域を表す単語として主に河川工学の分野で用いられ

る。他方,watershedは ,分岐「点」や分水嶺という

境界「線」を本来は合意する。近年は,watershedが
地形図から描き出しやすいため,陸生生態系 (エ コシ

ステム)の便利な単位として,一部地域の生態学など

で比較的よく用いられる4,。

これらにナすし, drainage basinは ,watershedsの
総合体として用いられることが多い。河川は人間の体

内の静脈のごとくひとつの流れに集約していくため
,

ある小さな流れがひとつの watershedを 形成すると,

それがひとまわり大きな別の watershedに内包され

る, ということを繰 り返す。そのため,drainage ba_

sinは ,内包するwatershedの規模や数次第で,大き

いものから小さいものまでさまざまとなる5,。

この drainage basinと ,沖積地のchannel system

を合わせて,river basinと 表現することが多い・ 。こ

の場合,drainage basinは,それ自体の大きさや形状
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I.は じ め に

国内外の河川水資源に関する研究および行政の分野

では,中心課題が河川流域の “開発 (development)''

から“管理 (management)"に転換 し,「統合的流域管

理」(Integrated River Basin Management:IRBM)

が最重要の課題と認識されるようになって久しい1‐。

すなわち,上記 IRBMが ,統合的水資源管理 (Inte―

grated Water Resources Management:IWRM)の

重要部分を担う, という位置づけである3。
近年は,

河川流域がもつさまざまな関係性の豊かさゆえに,各
国の多種多様な分野の学識経験者が,それぞれの関係

性概念に立脚 して河川流域の分析や立論を行ってい

る。その多くがガバナンス論に解を求めるが, 成果は

百花練乱の様を呈している。

本報では,「統合的流域管理における,共通のプラッ

トフォームとしての河川流域概念はありうるのか」と

いう問いのもと, まず,河川流域を指す言葉として現

在使われている多種多様な英語術語および日本語の

「流域圏」概念を吟味して,統合的流域管理の河川流域

を指す語義の理解不足や誤解を正す。

すなわち,統合的管理を論じる場合の “流域"は
,

河川水資源を供給している河川区域である原義の “流

域"に加えて,供給された河川水資源を取水して使用

している区域を合わせた (原義から区域が拡張された

広義の)“流域"でなくてはならない。

その上で,「利根川関係流域」 (Greater Tone Riv―

errelated Basin)の 統合的流域管理の段階的展開過程

を,歴史的・地理的 (空間的)。 社会的・経済的 。思想

的観点から具体的に分析をした。ここでいう「利根川

関係流域」とは,上記の広義の流域を指す。

江戸の開府は,いわば人工的に都市を開発して行わ

れた遷都であり,人口の大移動と急増による上水供給
ひっばく

の逼迫に対して,流域の条件下でどのような対応がな

されたのか, を示す好例である。また,その成果を引
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に加え,地質,植生,人間による土地利用を考慮に入

れた属性を意味する。包括的・統合的な river basin

は,地形学,地質学,水理学,水文学などの理解を前

提とし,広 く使われる。ただし,surfaCe■ OW(表面流

出 surface runoffと 中間流出 inter runoff)に 限らな

い文月「tでの使用 (いわゆる地下水を含む)と ,そ うで

ない使用の違いには注意を要する。前者の文脈では,

地上のそれとは一致しない地下水の分水界が,流水汚

染や国境をめぐり争点になる場合もある7'。

このように,我々が一口に「流域」と呼んでいるも

のは,分野や地域によって,理解がさまざまなのであ

る。

2.日本における「流域」概念と統合的管理

戦後,多様な目的で,大小さまざまの “国土開発計

画"が,雨後の 筍 のように発表されたが,そ こで提

示された「圏」概念の多くは霧散してしまった。第二

次全国総合開発計画の「定住圏」はその典型であろう。

他方で,1日建設省河川局が提唱した「流域圏」は,現

在に至るまでさまざまな場で用いられているが,その

理解は多種多様で,統合的流域管理への理解不足や誤

解が散見される。

すなわち,英語の類縁用語にみるように,流域や水

系といった概念は,本来人為の加わらない,地形に

よって定まる圏域を意味する。しかし, これのみに理

解が終止すると,上記の「圏」が提唱された意図から

離れてしまう。

統合的管理を論じる場合の「流域」は,河川水資源

を供給している河川区域である原義の「流域」に加え

て,供給された河川水資源を取水して使用している区

域を合わせた広義の「流域」でなくてはならない。自

然的流域概念に対し,直」;〔 的問接的な取水の水源と

なっている河川域およびそれを使用する圏域を合わせ

て「用水域」と呼ぶ見解は,こ の広義の流域|↓死念の中

身を明示しているSI。

そもそも,河川水は重力性をもち,山 を越えて自然

に移動はできないため,単独の河川の流域や水系を越

えた議論には,流域の原義からすると本来意味がな

い。しかし,多 くの流域では,近隣のほかの河川から

使用する区域への導水,ま たは河川間の導水水路によ

る統合によって,よ り広い圏域での水使用が可能にな

るに至っている。統合的流域管理の文脈においては,

分水嶺 (waterShed,a diViding ridge)で 定義された

集水区域を原初形態としつつ,河川水資源供給圏と
,

その使用を通じて拡大する使用圏を合わせて理解・把

握することが不可欠なのである。

次項では,利根川関係流域の統合的流域管理の段階

的展開を,具体的に三段階に分けて分析する。

巻 第 4号

III.段階 1:玉川上水による遠距離導水

1.背 景

新たな都市の人工的な開発として行われた江戸の開

府は,士族に加えて町民人足に至るまでの人口の大移

動をもたらした。江戸は,短期間に人口が増加した巨

大都市として,大量の上水の水需要を充足させる必要

に迫られた。その人口は,18世紀初頭には 100万 人

を超えたとされる9'1()'。 大名上屋敷で庭園の維持など

のため使用される都市活動用水や,日 常生活で使用さ

れる家庭用水は,大量の流水を必要としたのである。

その結果,上水需要は逼迫し,使用圏である江戸のた

めの水源手当が緊急に必要となったc

2.統合的流域管理からみた玉川上水の意義

江戸に近い目黒川などでは,拡大する江戸の上水需

要を賄うことができないと判断され,遠方の多摩川ま

で水源が求められた。湧き水を水源とし河川からの取

水を伴わない神田上水は,流域を持たず,水源として

の種類がまったく異なる。

玉川兄弟の起用により短期間で完成された玉川上水

は,多摩川上流の羽村から取水し,開渠で四谷大木戸

に至った中
。これは,多摩川からの遠距離導水による

大規模プロジェクトであり,その後はさらに導水路か

ら分水する水路群を建設し,新規開発した地域の上水

や,新たに開墾した水田の灌漑用水をも供給した。水

源であり供給圏である多摩川から,使用圏である江

戸, さらには L記の開発・開墾地域へ,と いう広がり

は,ま さに新規水資源需要による使用圏の典型的な拡

大事例といえるだろうし玉川上水は,他流域から水を

導水して使用する流域変更であり,遠距離導水による

水源手当の最も初期の事例のひとつといえるЭ

これにより,も ともとは,狭義の流域としては別々

の存在である多摩川と江戸が,それぞれ水資源供給圏

と使用圏として,玉川上水の供給および使用という関

係で結びつき,広義の意味での流域圏を形成した。他

方で,玉川上水を使った舟運が実現したのは明治維新

以降であり・ ,河川水運と文人往来による江戸文化の

発達が指摘される「利根川文化圏」
13,と は対照的であ

る。その意味で,玉川上水の水源としての多摩川上流

には,分水嶺により決められた集水区域 =河川水資源

供給圏以上の意味はないか薄かったものと考えられ

る。

IV.段階 2:小河内ダム建設計画

1.背 景

明治維新以後,江戸から「東京」へ名称を変えて首

都となった東京では,急激な文明化による生活様式の

VVater′ Land and En、 /iron.Eng.Apr.2018
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報文 」概念からみた

変化と人口増加により
1°,家庭用水と都市活動用水の

上水需要量が急増した。

昭和期に入ってからは,給水人口および一人当たり
の給水量はさらに増加した.大東京市が成立した昭和
7年 には,給水人回は 2,311,164人 に上った141。

東京
では他目的水利,つ まり農業用水の既得水利権と逼迫

する上水需要との摩擦が不可避になった。

他方で,産業革命以降の,欧米を中心とした建設技

術の発展により,河川工学は流量の季節変化に対応で

きるようになり (ダ ムによる貯水計画とそれによる渇

水時の流量補給), 日本でも河川水資源へのかかわり

方が大きく変わる時期を迎えた。

2.統合的流域管理としての意義

ここに至って,逼迫する上水需要への対応として取

りうる,東京圏の選択肢は,王川上水からの取水量増

加,多摩川からの取水量増加,お よび多摩川以外の水

系に水源を求める,の三つであったn。
昭和 10年代

には需給が逼迫し,新たな水源が必要となったが,三
番目の選択肢の候補は,東の利根川本川および西の相

模川以外になかった。しかしながら, どちらも農業用

水既得水利権との摩擦は不可避であったc

そこで,こ の摩擦をさけるべ く二番目の選択肢を取
り,多摩川からの取水可能量を増量するべ く,多摩川

水系での小河内ダム建設が立案 。着手された16,。

しか
し,実際は水没補償交渉が難航 して完成が遅れたた
め,緊急に利根川水系の江戸川から新たに取水して急しの

場を凌いだ。

小河内ダム自体は,都市化と人口増加による上水需
要の増加を主な牽引要素として建設が計画された。多
摩川を供給圏としながら,使用圏である東京の水需要
を満たすという意味で,江戸期と比べ広義の流域圏に

大きな変化はない。他方で, この段階は,河川工学の

発達によリダムの建設という新たな水源手当の方法が

可能になり,上水と他利水の調整という次の課題を抱
えつつ,1日来の多摩川から,調整が難しいとされる利

根川関係流域の開発へ進んでいく黎明期, と評価でき
る。

V.段 階 3:利根川関係流域と「流域」概念の

変貌

1.背 景

戦後の急速な経済成長の時代に,東京を中心とする

都市と工業の急成長で水需給が再び逼迫した。頻発す
や 0

る渇水の際には,「東京砂漠」と椰楡される事態となっ

ていた。いよいよ,前述した三番目の選択肢が避けが
たい状況に至った。

的流域管理の段 展開過程 35

2.総合的流域管理の理念型としての利根川水系
そこで,1964年の東京オリンピック開催までに,

ゴールに到達しなくてはならない河川水資源開発が,

国家的事業として組まれた。利根川は,こ の時点で需

要に対する余剰がない状態であったため,ダム建設に
よる渇水補強を不可避として計画が進められた。

利根川水系の上流部の多目的ダム群と塩水遡上を抑
止する河回堰 (写真-1)の建設,統合的河川水資源管
理を実現するための必要条件である合口堰新設を含む

中下流部の取水体制の整備が行われ,ギリギリ納期に

間に合わせた。

その後も水需要が増加し続けたため,湖水を貯水池

化したり,利根川水系の支川を横断的に連結して河川

水資源の取水可能量を増量したりする,と いった ト
リッキーなプロジェクトを遂行したcパイプラインで

分水嶺を越えたり,流下方向ではなく横方向で供給圏
へ導水したりする実態は,水資源の重力性を前提とし
た元来の流域とは異質であるc,

流域圏という観点からみると,河川水資源使用圏の

拡大は言うに及ばず,水資源供給圏は,利根川水系が

加わることで大幅に拡大した。段階 1で形成された広

義の流域圏は,段階 3に至って,使用圏と供給圏の両

者において格段の拡大を遂げたといえる。

写真-1 利根川河口堰 (「利根川水系 .荒川水系」(独)水資
源機構パンフレットより抜粋 )

VI。 お わ り に

段階 2で工学的に可能となった,貯留による水源手

当という方法は,段階 3に至って,利根川水系上流部
の多目的ダム群の建設,河口堰,お よび中下流部での

合回堰の建設と合わせて,水利権制度を前提とした,

現代における水資源管理の理念型に結実した。

すなわち,河川水資源を取水して使用する権利であ
る水利権は,申請者の申請に基づき,許可権者が基準
に鑑みて許可する権利であり,新たな水源手当を必要
とする。段階 3に至って初めて,現代的水利権制度の

309
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運用を実質的に可能にする技術と施設が整い,段階 2

より課題として持ち越されていた他目的との調整に取

り組む必要条件を備えるに至った。なお,統合的流域

管理を車輪と見立てると,両輪の一方が前述の一連の

インフラ整備と水利権制度だとすると,も う一方は渇

水調整制度になるが,その重要さゆえに要する説明の

長さを勘案し,こ こでは述べない。

段階 3に至り,統合的流域管理の質量は大幅に改善

し,広域にわたる複雑な統合的流域管理を行うように

なった。また,段階 1と 2で見られた使用圏の拡大に

加え,段階 3では供給圏自体の圧倒的な拡大と,供給

圏内部でのつながりにより,「流域」概念自体が,元来

の意味である集水区域ヽ 使用圏と対照される供給圏

にとどまらない,よ り複雑化した形へ変貌したといえ

る。

その意味で,統合的流域管理における「流域」概念

は,供給圏と使用圏の区別をも超えており,その概念

自体は「集水区域」という原意を軸とした共通のプ

ラットフォームとしての意義を持ちがたいもの, と結

論することができるだろう。

(本研究は,文部科学省平成 28年度私立大学研究ブ

ランディング事業の助成を受けた,上智大学による

「持続可能な地域社会の発展を目指した『河川域』をモ

デルとした学融合型国際共同研究」の一部として行わ

れています。)
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