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貯水池問題へのシステム解析の応用
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1. まえがき

貯水池を計画するに際して， それをどこにどのくらいの規模で造ればよい

かが，計画の第一段階として最も重要で、あることはいうまでもなし、。さらに

建設後の貯水池の最適水位操作がまた問題である。すなわち，ダムを築き貯

水池を出現させるその位置，規模，操作方法の決定問題である。ここで考慮、

すべき要素は，地質，地形，水文量，水需要量，治水効果，ダ、ム建設の経済

性，さらにはその建設によって生ずる利益とその確実性， その建設が与える

自然、的ならびに社会的影響など，その範囲は自然的要素から社会的要素まで

広範囲であり，かっ要素聞の複雑な関係が問題の整理を一層困難にしてい

る。しかも，ー水系に多目的ダムをいくつも建設する場合，もしくは運営す

る場合，問題はし、よいよ錯雑化してくる。このように考慮すべき要素の多様

性が，貯水池の決定問題をシステム解析的に取り扱う必然性を内在させてい

るといえよう。

この貯水池計画決定問題がシステム解析の対象となり始めたのは比較的最
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近のことで， もちろんいわゆるシステム工学が隆盛になり始めた頃からであ

る。その解析手法としてはオベレーションズ ・リサーチ，すなわち0.R.の

各種手法が採用され，電子計算機の急速な発展を背景として，特にアメリカ

合衆国では1950年代の始め頃から，多種多様な研究発表が行なわれ続けてい

る。電子計算機の実用化が，さ まざまな要素や大量のデータを岡崎ーに取り扱

う必姿のある貯水池計画問題を，計画学的にもおおいに前進させる要因にな

っTことし、うことヵ：できる。

ここでは， 主として貯水池のシステム解析に関する合衆国の諸論文のなか

のいくつかを分類紹介しつつ，最近のこの種研究のおよその傾向と問題点に

触れてみたい。

2. 貯水池のシステム解析

システム解析 （systemanalys同の概念については，合衆国を中心に活発な

議論が行なわれてきている。その定義，概念はなお流動的であるが，一応現

在，意志統ーの方向に向かっていると，著者らが判断している概念をつぎに

紹介し それに従って本稿を進めたし、と考える。

システム解析を， システム工学 （systemengineering）とか，0.R. (operations 

research）とは混同しないようにしたし、。システム解析は，いま考えている計

画の問題点は何か，何を目標として問題を設定すべきか，つまり，広範な総

合的な意味での最適問題ということになろう。システム解析が対象とするも

のは，その特徴の第ーとして， 目標自体が既知でないことであり，第二は，

その手法はしばしば，フィ ー ト‘パック，すなわち繰 り返し操作による連続的

な問題解決法による こと，第三には対象とする ものの中に不確実もしくは不

確定な事象が含まれていることである。これらを要するに，計画の目標設定，

評価関数の捉え方に問題の主眼があり，いわばシステムの動き （behavior）を

理解し，聞かれた領域て、の問題解決に資するともい うことができる。

これに対して，たとえ：iO.R.は与えられた問題，与えられた目標，つま

りはある与えられた価値基準のもとでモテ‘ルを定め，そのなかでの最適化，

コントロ ール，操作を課題；こする手法であるといえよう。

またシステム工学（systemengineering）とは，システム解析によって得られ

た知識を基礎として，与えられた目標に到達する ことのできるシステムを合
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成し，さらにその目標を果たすよ うに運用するための努力のうち，工学的側

面を総称するといってよかろう。猪瀬博llによれば，システム工学とは “一

定の目的を果たすべく ，連係して動作する一連の構成要素を選定し配列して

システムを構成し，これを運用する工学”と定義されている。なおこの場

合，システム概念 （systemconcept）としては， “大規模な社会経済活動を組

織し，運用するた めには，特定の分野のみの深い専門知識では不足であ

り，広い分野にわたる知識の統合，組織的なものの考え方などが必要である

と考えられるよ うになってきたっこのような考え方をシステム概念と呼ぶ”

とし，システムの構成要素 （component）としては，電子計算機，通信機器，

生産機械，列車，自動車，道路，港湾から事務所から，そこに働く人聞にL、

たるまでを含めて考えており，それら要素の組合せをシステムとしている。

貯水池をシステムとして考える場合に問題となるのは，貯水池に関連する

現実の自然的または社会的現象をどのように抽象化してモデルを作成するか

である。モテ‘ルの実際現象との近似に当たっては，自然現象，社会現象に対

するそれぞれの時代ならひ、に地域の特有性への認識方法に依存する とい う意

味で，歴史的ならびに思想的制約を受けているといってよし、。

貯水池システムに関しては，現代においては，自然現象に対しては主と し

て確率論的認識方法に基づく 自然科学的認識方法が，社会現象に対しては主

として経済学的認識方法が，モデル化における認識方法の主流であるといっ

てよし、。現在の認識方法が，絶対的な基準ではないという こと，さらには絶

対的な基準が存在し難し、というこ とを一応知っておかねばなるまし、。

モデノレ化における種々の難点のうち，たとえば，水文現象がI時間的にも地

域的にも変動が激しくその予測が容易でないこと，貯水池の社会的機能の客

観的かつ正当な把握の困難性などが，その最たる ものであろう。それを打開

するために現在行なわれている手段は，水文現象に対しては確率論を，貯水

池の社会的機能に対しては現体制下における一定の基準に照らして，貨幣価

値に換算した数量による経済的評価である。以上の客観情勢を頭に画いたう

えで，以下解説する種々の手法も理解して頂きたい。本稿では，水文量のモ

デル化の方法と，システム工学的な最適化の判定手法に注目しつつ，いくつ

かの代表的論文を紹介したい。分類に当たっては，貯水池システム解析にお

けるO.R.の各手法の相違に注目した。
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3. 貯水池システムへのO.R.の応用

(1) マス ・カーブ法 （MassCurve Analysis) 

Ripple2＇が 1883年に開発したマス ・カーブ法は，貯水池システムへの古典

的解析法ということができる。この方法は現今でも相当広く活用されてお

り，現在のいわゆる O R.手法や電子計算機が開発されるすeっと前に発表さ

れていることを考えると，まさに画期的であったとさえいってよい。

Rippleの研究は，貯水池の規模決定問題に，大量のデータを有する水文量

を考慮に入れた最初のものである。流入量と必要放流量すなわち需要量が時

間の関数として時系列的に与えられた場合に，貯水池の規模を合理的に決定

する一般的方法を確立した。ただしこの場合，貯水池の位置の選定は，流入

量が所与の条件とされている仮定のなかにすでに含まれているとし，ここで

は問題としなし、。貯水池規模の判定基準は，与えられた流入量時系列の期間

内に，つねに需要に見合った供給量を放流して水不足を発生させないという

基準である。

この計算方法は，流入量時系列値を X;(i=l,2, ） とし 必要放流量を

q （一定）とした場合に，この両者の差 （x;-q）の累積和をつくる。つぎに，

この累積和が減少し始めるときのその値と，再び増加し始めるときの値との

差を求める。その差が最大となるときの値が，前述した意味でもの水不足を生

ぜしめない必要貯水容量となる。 第 1図において， V’，V”，V”’のうち最

大のものが，求める貯水池規模である。マス ・カーブ法の名称は，第 1図の

ような累積和の曲線を画く ことから名付けられたのて、あろう。

Rippleの解析法のおもな欠陥は，つぎの二点にしぼることもできょう。第

ーは，流入量データとして過去の実績値をそのまま用いていることであろ

う。流量の変動は激しいので，解析結果の精度は，ひとつには使用する水文

資料の期間の長さに左右される。 このことも含めて水文量の不確定性が考慮

されていないことである。第二は，貯水池規模の決定に関する他の要素，た

とえば需要量の変動，貯水池建設の経済性，社会的影響などが考慮されない

ことであろう。第一の欠点に関しては，後述する流量合成により，少ないデ

ータに対しても確率的に扱いうる。たとえば，Feller,Ven Te Chow, Young3l 

らは，流量合成により，第 1図に示される V’，V”，V”’，についても，確
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率論的に検討を加えてい

る。

しかし，とにかくこの解 語
析方法は，流入量が記録期

間の限定された過去の実測

値であれ，貯水池規模の決

定に水文量を十分考慮に入

引l

第 1図

れ，貯水池システム解析の先駆として評価できょう。

(2）確率的方法（StochasticTreatment) 

11t1::1 

Ripple以後， 貯水池のシステム解析に関する研究は長く不活発であった

が，1950年代に入って3さまざまな研究が発表されるようになった。 Moran4l

は1954年，貯水池システム解析に確率理論を導入したoRippleの場合，水文

量の不確定性への配慮、が不十分であった点を改良するため，流入量を確率的

に取り扱って，貯水池の規模を確率論的に判定できるようにした。すなわち

待ち行列理論 （Queuingtheory）と貯水池の挙動との類似性に着目して，解析

方法に待ち行列理論の考え方を導入した。すなわち，流入量は離散量として

確率的に表示し，貯水池操作方法を第2図のように，できるだけ一定の必要

放流量に合わせることにより，与えられた特定規模の貯水池が満杯になる確

率，空になる確率，換言すれば貯水量の確率分布を求めている。この解析方

法は， Rippleのように直接に貯水池規模を決定しようとするのではなく，与

えられた貯水池規模を変化させ， それそーれの貯水池規模における確率分布を

求め，それによって貯水池規模決定の判定材料を提供しようとする。

要約すれば， Moranの貢献は，マス・カーブ法における水文量の不確定性

への無考慮を改善し，確率的取り扱いのー先鞭をつけ，より一般的な解を求

めた点にあるといえるO

Langbein5＞は， Moranの待ち行列の着想をさらに発展させ，1958年の論文

で，流入量の確率分布を非正規分布と仮定し，流入量の持続性を考慮に入れ

た。貯水池操作方法としては，放流量を貯水量の非線形関数として定め，需

要量の季節変動を考慮している。貯水池規模決定に関しては，さまざまな貯

水池規模における貯水量確率分布，および放流量の確率分布を月単位ごとに

求め，貯水池が空になる確率，越水する確率をどう定めるかは問題にされて
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第 2図

政
流
量

「ー貯水四 一 →

(I貯水量）＋（流入量1

いなし、。

解析は，待ち行列理論に準じて

遷移マトリ ックスを中心として，

貯水量確率あるいは放流量確率に

関する確率方程式を解く方法によ

る。流入量の持続性を考慮に入れ

ることにより，単純な確率分布よ

り現実の条件に近づけている。その考慮の仕方はいろいろと苦心され て お

り，必ずしも一般的方法とはいえない難点はあるが，持続性の考慮により，

必要とされる貯水容量の増大傾向は明らかにされている。したがって，必要

貯水池規模が増大する傾向は，前期間の流入量が少なければ，つぎの期間の

流入量も少なくなる可能性が高く ，各期間の流入量を独立事象として扱った

場合より も，貯水池規模が増大することとなるO

Langbeinの貢献は， 水文情報を一層正確にモデル化するために，流量の

持続性を考慮に入れた点にある。 このことは，計画される貯水池規模が年間

流量に比べて小さい場合はあまり問題とならないが，その規模が増大するに

つれてその価値が増大する。

貯水量の変動を確率的に表わす方法としては，その他， Gani6l,Prabhu7l, 

Lloyd8l9lなどによっ ても，貴重な研究が発表されているO

たとえばLloydは，流入量が独立である場合，貯水量の変動がマルコフ過

程 （Markovprocess）をなしており，j萱移マト リックスにより貯水量の確率分

布が得られることに着目しこれを流入量の持続性が考慮、できるように発展

させた。その方法は，貯水量と流入量の同時挙動を記述する二変数単純マノレ

コフ過程として，遷移マト リックスを求め確率方程式を解くことによって，

貯水量の確率分布を求めている。さ らに，流入量の選移マト リッグ スが季節

的に変化することを考慮、した場合の解決も示しているO しかし，Lloydの提

案では，貯水池操作方法が取水量一定というように固定的であり，流入量を

三つの離散量で代表させるなどの点に難点があるといってよし、。流入量を離

散的に表わす区分を細かくすると，選移マトリッグスのパラメ ーターは膨大

な数になり，過去の実測記録から得なければならないノミラメ ーターの精度を

高める ことは難しくなろう。
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これら確率的手法ともい うべきいくつかの手法は，特定の貯水池規模にお

ける貯水量の碓率分布を求めることに主隈がおかれ，貯水池規模決定の判断

材料の提供に止まる といえる。しかし，流量の持続性を考慮に入れたことに

より， 水文量のモデル化をより発展させたものと評価できるO

(3) 動的計画 （DynamicProgramming) 

本節では，D.P.の貯水池計画への応用についての論文を紹介する。まず

J. D. C. Littlelolは，1955年に水力発電計画としで，貯水池の運用にD.P.法

を適用した。彼は，流入量の確率分布と電力需要量を既知と して，電力需要

を満たす予想費用を最少にする経済的目的関数を定め，最適な貯水池操作方

法を求めた。 Littleの論文は，前述 Moranの論文より l年あとで発表された

が，貯水池の機能を発電に限定してはいるが，最初に経済評価を試みたもの

として高く評価できょう。貯水池を単なる構造物として見るのではな く，そ

の社会的機能をも貯水池システムの中に取り入れることによって，はじめて

システム解析と して確立させる第一歩を印したといえよ う。

Little以後，W A. Hall11l12)13）は D.P.法による貯水池システムの解析を

数多く手がけた。 1961年の論文では，貯水池への流入量には触れずに，貯水

池の位置選定と貯水容量の各利水部門への配分問題を，つぎのような三段階

の水準に分解しそれぞれ経済的目的関数を定め，D.P.法により定式化し

~－ h」 O

(1）貯水池をとこにどの程度の規模につくればよいか？

X; t番目の貯水池規模

V;(x;) i番目の貯水池からの純便益
n 

V (Q〕＝max[I: V;(x；）］：目的関数

ただし，Qは貯水可能量の上限で，.I:x;~五 Q, x，主主 0 でなければなら

ぬ。

(2) 貯水容量を利水目的別にどのように分割するか？

め：j目的のための貯水容量

V1Cx1) :j目的からの純便益

Vr(x;) =max[ I: V1(x1〕〕：目的関数

ただし，L:x1：玉川， Xj註 O

(3) 目的別貯水量を各地点にとのように配分すればよいか？



8 

Xk：各地点使用量

V k (x，）：各地点での水使用による純使益
p 

vi cぬ）ニmaxU::v.cx,)J：目的関数
p k=l 

Tこだし，I: x.~x1, x.;;; 0 
k=l 

解法は，第三段階の水i¥I＼において，V;(xk）を何らかの方法により推定し，
p 

Xjのすべての妥当な値について Zvk (x.）を最大にするように V1Cx1）の関
k=l 

数形を定め，つぎにこの V1(Xj）の関数形を第二段階の水準で./flぃ，同様に

V;(X；） の関数形を求め，それをさらに第一水準で用いるという形式をとる。

D. P.のひとつの欠点は，便益関数が iに関して互いに主主立でなければな

らない点である。しかし実際上は，発電で使用した水が纏i飯にも利用でき

るという意味において，目的別便益関数は独立ではなL、c そこで Hallは，

1964年の論文12）においては水の二重利用を考慮して，便益関数が目的別に従

属している場合について，貯水池規模の決定とその容量の目的別配分問題と

をD.P.で解いている。ただし，洪水調節目的に対する配分については考慮

されていなし、。この解法では，まず貯水池規模を xhと仮定し，次式のよう

に粗便益 Bhを最大ならしめるように貯水池容量を各利水目的別にD.P.で

配分する。
n n 

Bh=maX[ I: V,(x,) ], I: x; -;;:,.xh ( iは目的7J1J利水）

つぎに二重利用できる水量をDとし， X=Xh-Dを求める。 Xの開発規

模の費用 C(X）を計算し，また貯水池が存在するだけで洪水調節の利援が

件られる場合，これを BF(X）とする。これらの関係よ り純利益を次式のよ

うに求める。

V(X）二 B(Xh)+BF(X)-C (X) 

つぎに xhをパラメーターとし V(X）を計算しその最大値を最適値と

する。ただし発電の便益は落差 hfこ関係するため，これを落差の平均値五を

考慮して修正している。

上記二論文では，水文量が考慮されておらず，また経済的評価関数があま

りに単純な形に仮定されている点は欠点である。今後，水文量に対する検討

を別の角度から加え，洪水調節容量を制約条件として考慮し，評価関数をさ

らに検討を加えて改善すれば，かなり実用性も高い方法となりうると思われ

る。
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Hallは 1968年の論文13）で，月単位の流入量を確定的に取り扱い，各利水

の便益関数を最大にすることを目的として，所与の貯水池の最適操作方法を

D. P.により求めている。便益関数は，発電量とその単位価格の積と，他の

利水部門を一括した利用水量とその単位価格の積との和で表わされている。

発電による便益の考え方には若干の改善が見られるが，他の利水部門におけ

る便益の考え方は特に発展しているとは思えなし、。現実に見合った便益関数

を定めることは，もとより容易ではないが，これをより合理的かつ実際的に

発展させるのでなし、かぎり，貯水池のシステム解析の意義は薄らぎ， D.P. 

の単なる演習問題に終ってしまう恐れがある。

D. P.を貯水池問題に導入した論文と しては，他にGeorgeK. Youngl41, 

z. Schweig15lな、ど多数ある。

Youngが 1967年に発表した論文は，所与の貯水池に対し，水不足による

損失関数を定め，それを最小にすることを目的として， 流入量の予測を考慮

した最適操作方法（年単位操作）を求めている。流入量は，後述する Fiering

の開発した流量合成方法に準拠した次式で、合成されている。ただし，流入量

の平均値を μ，，分散 σx，前期間流入量（X；）と次期間の流入量（X;+1）の相

関係数 P12は流入量の持続性を表わすが，実際上は過去の流量記録から推定

しなければならなし、。

X;+1＝ん＋ρ12(X，一μ，） + Via,(1－ρ122）き

この式の V，は，標準正規分布からモ ンテ ・カノレロ法により任意に抽出さ

れる数値である。

Youngの解析手法は，モンテ ・カルロ法を用いたD.P.であるので， M.

C . D. P. (Monte Carlo Dynamic Programming）と名付けられる。流入量の持

続性は，上式の第二項において，単純マルコフ過程で考慮されている。予想

流入量Xは， i 期の流入量 X，から合成された（i+l)期の流入量 X 1+1をも

とに次式のように求める。

X什 1= μ.+p23-::-cx,+1ーん）＋ V，σx (1ーゆき

ここに p23はX;+1とX i+Iの相関係数であるO ここでも仰と σ主は仮定さ

れている。しかし p23はノミラメ ーターとしてその数値を変化させ，それに

よるシステムへの影響を調べている。予想流入量の考慮の方法は， さきに

D. P.により各期の最適操作放流量 D，を求めておき，次式のような回帰方
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程式を最小二乗法により求め，’その係数の大小により予測の効果を判定して

いる。

D； 二ao十a1S ； ~ト a:iX;+ a3 ，~； ＋ t

損失関数と しては，操作放流量と一定需要量の差の関数として，一次関数

型と二次関数型の二通 りを単純な形において定めでいる。

結果を見ると，一次型損失関数の場合， ρ23 の変化に対しては，予測の効

果はほとんどないとさえいってよし、。二次型損失関数の場合， P23 の数値の

増大とともに，その効果が大きく効いてくることが判明 した。一次型損失関

数の場合，予測効果がないのは，渇水期間における損失の累積の仕方が一次

関数型であり，その損失の総和において変化がなし、からであろう。現実に

は，水不足が増大するにつれ，その被害は急激に増大するのであるから，損

失関数は二次型の方が一次型よりはるかに適合している。もっとも，利水部

門により損失関数が異なり，また洪水による損失も考慮していないの で，

Youngの経済的評価関数は初歩的な仮定の域を出ていないといえよう。さら

に， Youngは第2図で示したような標準的操作方法と回帰式による操作方法

とによる得失をも被害の大小で論じている。損失関数が二次型であれば，

回帰式による操作方法の方が優れており，貯水池規模の増大とともにその被

害額は大幅に減少している。しかし，予想を考慮した回帰式と，予測を考慮

しない回帰式とによる操作方法の差は，前者，の方が被害額において数パーセ

ント良くなっている程度である。

Youngの貢献は，貯水池操作方法に流入量予測の効果を導入したこと，な

お問題は多いとはいえ，評価関数を重視して一案を提唱したことであるう。

Schweigの1968年の論文は，二個の連繋された貯水池に対して，操作費用

と水不足の被害緩から損失関数を定め，その損失額を最小にすることを目的

とし，D.P.により最適操作方法（月単位操作）を見出している。流入量は，

育11TWJ聞の流入量の高低二段諸に応じて次期の流入量の確率分布が選択される

という方法をとっており，そこに流量の持続性をも考慮されている。Schweig

の特徴は，復数貯水池を若手として，有機的な最適操作方法を見出そう とした

ところにあるといえよう。

D. P.の貯水池操作への適用に関しては，今後もさらに発展した研究が発

表されてくるに違いなし、。しかし，その適用に当たってはいくつかの限界の



ある ことを理解しておく必要がある。たとえば，計算に当たっての状態変数

(state variable）一一貯水量，流入量など一ーの組み合わせの数が計算機の容量

に規制される点である。各貯水池の貯水量，流入量を月単位にせよ，日単位

にせよ，計算機のメモリ ーに入れるとなると，莫大な数になる。

線形計画 （LinearProgramming) 

L. P.による貯水池システム解析は，Thomas, Watermeyerなどによって

始められ，その後，Loucksl6l, Youngrn, Revelle IS＞などの研究が行なわれ

ている。Thomas, W atermeyerの論文は，HarvardWater Programの一環

として行なわれ，“Designof Water Resource System”（1962年） 19）に収めら

この書については，後に簡単に触れる （（6）参照）。

Youngは，洪水調節と水質汚濁調節をともに考慮した場合の単一貯水池の

最適操作方法をL.P.によって求めている。目的関数は，水質汚濁被害と洪

水被害の期待値を最小にするよ うに考える。ただし，操作は年単位，流入量

は独立事象とし，確率分布表示になっている。損失関数は第3図のように仮

定し， 水質汚濁被害のLをパラメ ーター

として変化させる。水質汚濁による被害

の程度を表わすLの値を増大させると，

洪水被害額の期待値は増大している。こ

れは潟水期の水質汚潤を緩和するための

水を貯水池に確保しておかねばならない

ので，その分だけ洪水調節用の容量が減

少するからである。しかし，彼の研究で I I 

注目すべきことは，Lに変化 があって ｜｜｜ 
も，Lのある範囲内では最適操作方法が 流量

ほぼ一定であることである。このため，Lの正確な値がわからなくとも，そ

の概略｛直が見出されば，水質汚濁を考慮、した最適操作方法が実用上求まるこ

とになる。この論文は，社会現象を経済的評価関数としてモテ、ル 化 する場

合，そのモデノレ化の精度を貯水池システムとの関連において把握しようとす

る方向性を示した端緒と して評価されよ う。

Revelleは， 貯水池の建設費用，換言すれば，貯水池規模を最小にする こ

とを目的とし，需要量を満足させる操作方法（月単位） を求めている。流入量

11 高橋 ・大熊射水池山l題へのゾステム解肝の応用

(4) 

第 3図

水
質
汚
濁

被

：＆ 

れている。
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は確率分布により独立事象として表示される。解法は，確率的制約条件式の

もとで，L.P.による。洪水調節容量は制約条件として考慮されている。こ

の方法では，最適操作方法と貯水池規模が同時に決定されていることに特徴

があるといえよう。

(3）のD.P.の項で，計算機の容量について言及したが，L.P.の場合は，

その制約がとくに大きL、。Loucks19＞は，D.P., L.P.および PolicyIteration 

の三つの方法に関して，計算上の特質を比較している。その結 論とし て，

l, 000 以下の制約条件のもとでは， L.P.が有効で‘あるが，それ以上の問題

になると，D.P . , Policy Iterationの方が有利であると述べている。 Policy

Iterationとは， D.P.とL.P.の中間的な方法であ り，貯水池の操作方法を

まず仮定し，次第にその最適操作に漸近させるもので，D.P.に比較して，

期間 （stage）が長すぎる場合に有効である。

(5) シミ ュレーシ三ン（Simulat即 1)

シミュ レーション手法は，前述 HarvardWater Programでは，L.P.,D.P. 

など他の解析手法と比較して，きわめて実用性の高い方法として位置づけら

れている。さらに MyronB. Fiering21＞が 1961年に提示した流量合成法によ

り一層の発展を遂げている。この流量合成法は， 1967年に Fiering22lによっ

てかなり体系づけられている。

彼の1961年の論文においては，流量合成法により年単位の流入量を 500年

間合成し，発電，濯i飢洪水調節による便益関数を仮定し，それを最大にす

る目的のもとに，単一貯水池の規模，操作方法，各利水の開発規模を決定変

数として，シミュレーション手法を用いている。操作方手は第2図に示した

形であり，図中の DLを決定しようとする。便益関数は，発電と港紙に対し

ては開発規模をパラ メーターとして取水量 D，の非線形関数とし，洪水に対

しては貯水池建設による洪水の生起確率の減少分に比例する形を仮定してい

る。

解析方法は， それぞれの決定変数 （de時nparameter）と流量の持続性を表

わす相関係数をパラメーターとして，450通りの組合せにおいてシミ ュレー

ションを行ない，各組合せごとの利益額を計算する。この結果から，それぞ

れの相関係数に対して利益額が最大となる ものを，決定変数の最適組合せと

している。利益額の求め方は，決定変数を特定の組合せに固定した場合の，
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貯水池からの放流量の確率分布を求め，この確率をもとに年平均便益を計算

し，これを耐用年数と利子率で現在価格に換算し，建設コス トをヲ11,、て求め

ている。流量の持続性が強いほど，すなわち相関係数が大きいほど，純便益

は減少している。これは，便益関数が非線形であるため，渇水になればその

持続性のために被害が大きく出るためてvあろう。

Youngは1968年の論文23）において，下流域の水需要に対し，上流の貯水池

群（ 6地点）が二種類の貯水池操作方法に対し，どのよ うな効果をもっている

かを，シミュレーション手法によって評価している。このシミュレーション

では，各貯水池地点の月単位合成流量をも とに， 月単位の貯水池操作が 100

年間にわたって行なわれている。評価の方法は，経済的な費用便益評価でな

く，日単位の水不足の確率表示および貯水池水位の確率表示に基づいてい

る。 日単位水不足の確率は，シ ミュレートされた月流量Qをもとに，日流量

q；を流量合成法により求め，1965年のワシ ント ン市における 日変動パタ ーン

を1985年の需要予測量にあてはめ，q，と日需要量との差を計算し，その頻度

から水不足量に応じた確率を求めている。貯水池群の操作方法は，つぎの二

方法を採用している。

げ） 月平均需要量Dと日流量変動係数CVとから，必要流量を（D+tCV・D)

とする。この tはパラメータ ーとして変化させ，最適なものを選択す

る。つぎに，必要流量と残流域からの流出量 U3との差を不足量dとし

て， 各貯水池にこれを補給させる。不足量dを補 うために，どの貯水池

からどれだけーの量を補給すればよし、かとしづ問題が生ずる。 Youngは次

式でこの不足量を各貯水池に配分すればよいと考えf::.o

一（貯 水池 iの貯水且）
各貯水池の放流量R 一 一一一 塁×d’ （貯水池群の総貯水量）

（吋 固定的な操作方法で，各貯水池ごとに高水期間 (1～6月）はできるだ

け流入量を貯留し，低水期間 （7～12月）は7月はじめの貯水量S，のI/6 

に各月の流入量I；を加えたものを各月の放流量とする。すなわち， 7～ 

12月は， R;= S; (July) /6十I；となる。

水不足の発生確率を基準に，つぎの四つの場合についてそれぞれ検討が加

えらjレしているO

a〕貯水池の無い場合， b) 6地点とも貯水池が造られた場合， c〕 1地点
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にのみ貯水池を造った場合，d) 5地点に貯水池を造る場合。

これらの結果から，水不足確率が，、貯水池地点の選定や貯水池操作方法の

明確な評価基準とはなり えないこ とがわかった。また，貯水池水位の確率か

ら判断して，レクリエーショ ンなどを目的とする場合，その水位が高く 安定

しているこ とが望まし く，操作方法的が有利であることがわかった。

シミ ュレーション手法の特徴は，多く の決定変数（designparameter）を同時

にパラメーター として取扱うことができ，関連する諸要素を数多く 貯水池シ

ステムに組み込ことができる点にある。 しかも LP., D.P.に比べ数学的操

作も簡単でわかりやすし、。 したがって，Youngの場合のように，多数の貯水

池を取扱う際には便であり，貯水池の群としての機能を研究するには有力な

手法といってよL、。

要約すれば，シミュ レーションは複雑でパラメーターの多いシステムから

の出力を，比較的簡単に得られる利点がある。したがって，複数のl貯水池を

取 り扱 う場合には，現在ではシミ ュレーシ 三ン以外に決め手となる手法はほ

とんどないと さえいっても よし、。 とはいえ，一回のシミ ュレーションは一組

の特定な決定変数の値に対してしか評価を与えないのであるから，可能なす

べての決定変数の組合せについて調べようとすれば，たちまち何万回にも達

するシ ミュレーションが必要になって くる。そこで系統的な方法で最適解に

近づこうと試みられる。 しかし，いまのところどんな系統的方法よりも ラン

〆ム・サンプリングの方が効率が良いといわれているので，つまると ころは

真の最適解を求め うる という保証がないことになる。

Hufschmidtと Fiering22）の場合は，4個の決定変数について，最初にラ

ンダム・サンプリングを行なって大体の見当をつけ，比較的良好な結果を得

たと判断される組合せを選んでから，系統的接近に入っているが，この場合

もちろん，真の最適解とは断定し難いとい うわけである。

(6) Harvard Water Program 

すでに（4）のL.P.の節で簡単に触れたよ うに，Harvard大学では 1950年

代よ り，工学者や経済学者が協力 して，水資源開発計画へのO.R.その他の

計画数学的手法の応用が，多角的に提案されている。そこには，貯水池のシ

ステム解析をはじめ，経済的評価関数，L.P.,D.P.，シミュレーションなど

の解析方法，さらに政策的考慮に至るまでの議論が展開されている。それら
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成果の1962年当時までの段階での集大成が， “Designof Water Resource 

System'"0＇に収録されている。

Harvard Water Programの目的は，j 多目的， 多元的な水系総合開発計画

に対する新しい科学的接近方法を作り 出すことにあった。より具体的にいえ

ば，いくつかの設計官十画案の中から最も妥当なものを選び出す基準は何か，

シミュレーションのための電子計算機にかけるプログラムの諸手順をどう設

定するか，得られた結果を目的に照らして判定し評価する方法はどうする

か，・・・…といった問題の解決案の提示で‘ある。

1962年の大著を土台として，このグループは各問題点ごとに意欲的な研究

発表を続けており，内外のこの種研究に与えた影響も大きかった。わが国と

は社会的事情が相当に異なる風土から生まれた研究て‘あるだけに，わが国の

水資源計画への直接的適用は困難である点が多々あるが，この種の問題への

科学的接近法の提示には参考とする点がきわめて多L、。

4. 貯水池システム解析の問題点

本稿においては，最近合衆国におし、て発表された論文のごく 一部を紹介整

理したにすぎず，重要な論文で洩れているものも少なくなし、。選んだ基準と

しては，貯水池のシステム解析の面から，研究の流れを追い，それぞれの段

階で，その流れに比較的大きな影響を与えたと考えられる節々の論文を取り

上げた積りである。

そのような流れて・見ると，貯水池のシステム解析は，Ripple以後70年あま

りしばらく研究対象とならなかったが， 1950年代の電子計算機の急激な発展

と普及を基盤として，第二次大戦中に開発されたO R.などを駆使して，多

量のデータ，多種の要因を用いて，問題の解決に向かおうとしてきた。その

発展段階おいての主要課題は，水文量のモデノレ化， 評価関数の定め方などで

ある。

水文量のモデル化は，実測記録を基にそれを確率的に取り扱う方法へ，さ

らに流量の持続性を考慮する方法へと発展してきた。そのなかで，ひとつの

注目すべき成果は， Fieringの流量合成法であろう。この方法では，現実の

流量と合成流量とに確率的意味では明確に意味のある差は認められず，シミ

ュレーション手法の主要な武器になりうると判定されている。ただし，流量
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合成のための，平均値，分散，持続性を表わす相関係数などのパラメ ーター

は，過去のデータから推定せざるを得なし、。特に相関係数は，過去のデータ

からも推定が困難であるため，その値を変化させ，その変化によ ってシステ

ムがどのような影響を受けるかを検討している。実用上においては，この値

の定め方が問題である。相関係数の精度をどの範囲に収めるべきかを，シス

テム全体との関連において確立する研究が必要である。

流量のモテ‘ル化における，もうひとつの問題点は洪水の扱い方である。 こ

こで紹介した論文のほとんどが，月単位流量や年単位流量であり ，洪水調節

を主目的としたシステム解析は行なわれていなし、。せいぜい，洪水調節流量

を制約条件として考慮しているに止まっている。もちろん， 日本と米国との

洪水現象の違い，貯水池規模の相違を考慮すれば，米国では， 日本における

場合ほとに短時間の単位て、洪水を扱わなくともよいであろう。しかし，わが

国では，洪水に対しては，少なくとも時間単位の流量を扱わねばなるまし、。

また，合衆国の場合でも，今後は洪水流出を含め水文現象の全過程をシステ

ムの中に取り入れる必要が一層生じてくるであろう。たとえば， Young の

1969年の論文23）のように，貯水池で支配しきれない残流域からの流出量を問

題とする場合などは，その必要性が強くなろう。

ただし，この流量の持続性の考J台、において，注意しておきたいことは，流

以内の水文特性ー傑を前提条件としているとい うことで ある。大流域の場

合，各支川ごとに流況が非常に異なるこ とが多く ，その大流域からの流出を

一つの流量で代表させる ことは確率論的に困難となろう。特に，日本のよう

に地質構造が細かく入りみだれた白然条件のなかでは，降雨特性が一様と考

えられる場合でも，各支川の水文特性がまったく異なる場合があり，流量の

扱い方に注意が必要である。

評価関数に関する問題点は，貯水池システムの解析の要になる。評価関数

は，本来！？？水池がも っている社会的機能をモデル化し，それによって貯水池

建設の有効性を評価しようとするものであるO ここで社会的機能とは，人間

の生活や生産の場に対し貯水池が及ぼすさまざまな影響を意味する。たとえ

ば，水害を軽減させたり ，発電や各種用水によって生産を高めることはもち

ろん，貯水池によって生活形態や生産関係を変化させることも含まれるO し

たがって，貯水池の社会的機能は，それぞれの時代や地域の社会体制どの関
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連において把握するのを原則としなければなるまし、。換言すれば，社会体制

の遠いによっても貯水池のもつ社会的機能や有効性はいくぶん異なった評価

を受ける。したがって， 貯水池の有効性の評価は，その国の社会体制との関

連で理解する必要がある。貯水池機能の質的把握のために，貯水池思想やそ

の歴史的変選を考察する必要のあることは，そのような事情に基づく。 貯水

池思想とは，ダムそして貯水池とし、う構造物に対し，その立案者が何を意図

しその利用者が伺を期待しているかとし、う 内容である。貯水池の社会的機能

とその有効性の定量化は，貯水池思想との関連で捉えなくてはなるまL、。 こ

の点での明確な問題意識がないと，貯水池の有効性の形式的な貨幣価値への

換算に誤魔化されたり，ある特定の意図をも った計画を，し、かにも合理的で

あるかのように偽装する種に使われないとも限らなし、。電子計算機による膨

大な計算を伴うだけに，電算の神話にもだまされないようにしたい。

なお，本稿を整理する段階で， 現在ノ ース・カ ロライナ大学大学院留学中

の竹内邦良君の意見を頂いた。ここに心からお礼申し上げたし、。
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