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• 水利権取引とはどんなものか

• 国家水審議会の報告書

• 成功の要因
（1）3分割
（3）デュアル・システム

・琵琶湖への教訓
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水利権取引の考え方

H H+1

・X氏（買い手）は0Hの水利権をもつ。
・Y氏（売り手）も一定の水利権をもつ。
・X氏はもう一単位水利権を入手できれば
左の緑+青の四角で示される面積（px×1）

の利益を稼ぐことができる。
・Y氏は一単位の水利権を手放せば左の青
い四角（Py×1）で示される面積の利益を失

う。

X氏とY氏の間で水利権の自由な売買を認め

れば、互いに損をしたくなければ、水の単位
価格はPeのごとき水準に決まる。

すると、双方は一単位の水利権取引により、
括弧で示された利益を得ることができる。

Px

Pe

Py

0

￥／水

売り手、買い手、政府、環境
の四方よし

水利権取引の具体的なパターン

（1）農家（土地改良区）と農家

（土地改良区）の取引

X

Y

（2）地方自治体と土地改良区

の取引 Y X

（5）上流と下流の取引

（4）工業用水道と地方自治体

の取引

（3）地方自治体と地方自治体

の取引

Y
X
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The Southern part of the Murray Darling Basin

Map prepared by the Graphics Group, CSIRO Land and Water, 

Adelaide, December 2000

Development of Water Trading in Australia
First 

phase

Early 1980s-

1988

・・・・Temporary trading started unofficially

・・・・1984 Irrigation system reform started (Vic)

・・・・1988 MDBC founded

Second 

phase

1989-2003 Expansion of water trading

・1989 Water Act (Vic) amended. water rights began to separate 

from land title

・1991 permanent trading started (Vic)

・1994 COAG water reform/ Catchment and Land Protection Act 

introduced (Vic)

・delivery pricing reform and corporatization

・1995 the Basin Cap introduced

・1998 Interstate trade started

・2003 Catchment Management Authorities Act (NSW)

Third 

phase

2004- Maturation of water trading

・2004 the National Water Initiative (NWI)

・2005 Water Act (Vic) amended, unbundling process started 

from 2007 (Vic)

・2007 Water Act (Cwlth)

・2007 Water register/Carryover started (Vic) 

・2008 MDBA  established

・2010  National Water Commission’s Report released
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(Source) Productivity Commission, 2006, p.277.

CAP

（Source) NWC 

Report, pp.19-20.
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National Water Commission’s Report

国家水審議会の報告書

National Water Commission, The impacts of water 

trading in the southern Murray-Darling Basin: an 

economic, social and environmental assessment, NWC, 

Canberra, 254 p, June 2010.
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マレー川の年間流入水量の変化（ヴィクトリア州分）

推計方法

• 水利権取引以外の要因（旱魃、地球温暖化、
国際商品価格の変動、水政策の変化など）を
取り除いて、推定する必要

• 旱魃のシナリオを外生的に与え、TERM-H2O

CGEモデルを構築+社会経済統計分析と

フィールド調査、アンケート調査を実施



2010/11/05

南部MD流域（8地域）における農業生産額と
水使用量の変化（2000-2005）

Murrumbidgee地区の穀物生産の変動

コメ生産用農地面積は水配分の変化により年々大きく変化しているが、他方
でかんきつ類やぶどう樹用の土地面積（従って水の使用量）は旱魃にも関わ
らず、安定している。
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2005-

06

2006-

07

2007-

08

2008-

09

2009-

10

2010-

11

2011-

12

With 基準年 -3.9% -7.7% -10.5% -2.3% -2.0% -1.9%

Without 基準年 -3.5% -9.6% -12.9% -3.6% -3.1% -2.9%

水取引効水取引効水取引効水取引効
果果果果

0% -0.4% +1.9% +2.5% +1.3% +1.1% +1.0%

表7 ヴィクトリア州東Mallee地区における水取引のある場合と無い場合の
比較
（出所）NWC Report, Figure 31, p.188とFigure 32, p.189より作成。

2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12

全国生産全国生産全国生産全国生産 基準年 59.8 191.5 223.6 107.2 86.2 75.6

南部南部南部南部MD流域生産流域生産流域生産流域生産 基準年 81.2 274.8 370.9 237.3 205.2 194.9

表8 2005-06年から2011-12年までの水取引による全国および南部MD流
域への総生産効果（GDP百万ドル）
（出所）NWC Report, Table 8, p.84.

環境への影響

• 水取引は、「Mallee地区にかかわる各州の新規
灌漑開発により、年あたりの塩分濃度をMorgan
地点で平均1.8－11.9EC増加させた。」（NWC 
Report,ｐ.223）

• 水取引は研究の期間において、マレー川内の塩
分濃度を増加させた。しかし、「流域塩害管理戦
略」などの政策手段と現地使用ライセンス制度
は取引による塩分のインパクトを適切に管理し、
これを相殺することに成功した。（NWC Report, 
p.viii及びTable 43, p.223参照）
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Executive Summary

•(as a whole) 水市場と水取引は水の持つ3つの価値を最適化することに成功し

た。本研究の圧倒的な結論は、水取引は南部ＭＤ流域の地域住民やコミュニ
ティに多大の利益を与えたということである。The overwhelming conclusion of 

the study is that water trading has significantly benefited individuals and 

communities across the sMDB.

•(Economic impact) もっとも旱魃のひどい年2008-09年において2.2億ドルの経済

効果があった。

•(Environmental impact) 水取引は川の塩分濃度を高めたが、それらの影響は

下流の水の増加、塩害対策、水使用ライセンス制度により適切に抑えることが
できた。

リスク管理の手段としての水取引

H H+1

NSWのMurrumbidgee地域のコメ農家

・旱魃でコメ生産が激減した
・水の価格は平均で2007-08年に566ドル
/ML、2008-09年に375ドル/ML

・コメの粗収入（収入－運営費）は100-200ド
ル/ML

コメ農家は水取引により、水を売却することで
自らコメを生産するよりも高い収入を得ること
が出来、経営を安定化させ、負債管理を行う
ことが出来た。

Px

Pe

Py

0

￥／水

リスク管理の手段としての可能性

566ドル
/ML

100-200

ドル/ML
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投機の発生？
・北ヴィクトリア州のPyramid-Boort地区は1991-92年から
2006-07年の15年間で、地域の水が16.5％減少した。水利

権の純流出が生じた地域
・同時に、人口は20％減少した。

・住民インタビューによると、その原因の一つに投機の発生
があげられている。
「多くの乾燥地農業者は信用で土地が購入できる。そして彼
らはそこから水を売却し、土地代を支払って利益を出した。
しかし、それはまさしく農村地帯を実際に荒廃させた。この
あたりで繰り返しこうした行為を行った輩は4人いた。」

・国家審議会の見解「この外向きの取引の大部分は、前提
となっている土地と水の管理上の要因、すなわち土壌の質
や塩分濃度に対する反応であると考えられる。つまり、この
地域は他の灌漑農地と比べて一般に生産性が低い。

成功の要因

• （1）3分割

• （2）デュアル・システム
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水利権水利権水利権水利権のののの3分解分解分解分解

Unbundling separates the traditional entitlements of water rights in 

districts and take and use licences on waterways into a:

•Water share

•Delivery share

•Water-use licence

Water entitlements on regulated water systems in northern Victoria 

were unbundled on 1 July 2007.（2007年7月1日 ヴィクトリア州）

Traditional entitlements of 

water rights

Water share

Delivery share

Water-use licence

land

land

land

Water share （（（（水株水株水株水株））））

•水を自分の私的財産として使用することのできる権利。A 

legally recognised, secure share of the water available for 

use in a defined water system. A water share is specified as 

a maximum volume of seasonal allocation that may be 

made against that share. Water shares may be high-

reliability or low-reliability. 

•自由に売却できる。
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Delivery share （（（（配水施設持分権配水施設持分権配水施設持分権配水施設持分権））））

• 自分の水利権の水を地域の配送機関から配送施
設を利用して水を配送してもらう権利。A delivery 

share provides an entitlement to have water 

delivered to land in an irrigation district. When a 

delivery system is congested it provides a share of 

the available water flow.

•The delivery share is linked to land and stays with 

the property if the water share is traded away.（売却

できない）

Typical Water Distributing System 水配分機関のイメージ
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Water-use licence （（（（水使用水使用水使用水使用ライセンスライセンスライセンスライセンス））））

•自分の所有する灌漑農地に対して水を使っても良い許可証。 A water-

use licence allows an irrigator to use water for irrigation. 

•The water-use licence includes an annual use limit and recognises existing 

approved drainage. 水使用ライセンスは、さまざまな利用規制がある。例

えば年間最大使用量を超えて水を使用してはならない。

•It is attached to a specific parcel or parcels of land, and runs with the land 

if the land is sold, unless part of the property is sold separately.

•売却できない

Annual use limit （年間最大使用量）The maximum volume of water that in 

any 12 month period may be applied to the land specified in a water-use 

licence or water-use registration. 

Water share

Delivery share

Water-use licence

水市場を通じて自由に売買できる

地域の水配送機関が管理する。売買できない

土地に対して水を使う場合の許可証。土地や水の特
定の場所での使用に対してはCMAやMDBAからさま

ざまな規則が課せられる。売却できない。

Catchment Management 

Authority and MDBA

Individual Irrigator

Water Corporation
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3分割の意義

水を自動車にたとえて見る。

自動車の売買を促進するには、売り手と買い手
が自由に取引できることが必要

しかし、自分の家に自動車を駐車させるために
は、車庫証明が必要。
また、道路を走るためには制限速度を守るなど
の交通ルールを守らなければならない。

高速道路を維持するためには、高速道路料金や
ガソリン税を支払わなければならない。

自由な水市場
の存在

水使用ライセ
ンス

配送施設持分
権

典型的な水企業法人であるGoulburn-Murray Water Corporation 
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https://www.watermove.com.au/

‘Watermove’is a typical 

internet water market owned 

and operated by G-MW.

ヴィクトリア州の水資源と環境の二重の管理機構

Murray-Darling Basin Ministerial & Authority

州政府Victorian Government, Ministers & 

Departments

水法人企業 Water 

Corporations 

集水域管理機構
Catchment 

Management 

Authorities

住民Community & Customers

Regulators

・Essential Services Commission

・Environmental Protection 

Authority

・Department of Human 

Services

・Energy & Water Ombudsman

Source: Northern Region 

Sustainable Water Strategy, 

Nov. 2009
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北ヴィクトリアにある5つのCMAの管理区域

日本・琵琶湖への教訓

びわ湖ＣＡＰ制の導入（脱ダム宣言）

死んだ水利権、眠っている水利権の整理

水配送・供給システムの経営改革と法人化

土地と水の財産権の分離を認める水法
の制定、水行政の一元化

インターネット市場の創出

住民参加型の流域管理委員会の創設
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E N D

Water is a goods with three values.  


