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地下水汚染と地表水・地下水の効率的な部門別利用
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I. はじめに

わが国では，農業用水を確保する際の地下水依存度は全国平均で I割未満に

とどまるが，生活用水と工業用水を供給する際の地下水依存度は全国平均で約

3割にのぼる I）。地下水の利用形態は 河川水など他の水源と長短を比較し合

いながら利水者によって、決められている。河川水を利用するとき，ダムの貯水

容量にも依るが，一般に，降雨量変動によって安定的な量の河川水を確保でき

なくなるリスクを負わなければならない。河川水利用に伴うこのリスクに対す

る緩衝手段として地下水利用が重視されるケースがよくみられる。

近年，地下水の水質悪化傾向によって，地下水が生活用水に利用されること

に対しより厳しい制約が課されるようになってきている。硝酸・亜硝酸性窒素

が高濃度で含まれる飲用水は健康障害を引き起こすため，水道法の水質基準

は，水道水の硝酸.I硝酸性窒素濃度を一定以下に抑えるように定めている。

ところが，水に含まれる硝酸・亜硝酸性窒素は 通常の浄水処理方、法で、は除去

することができない。このため，地下水の硝酸・亜硝酸性窒素濃度が水質基準

で定められた上限を超えるような地域では，水道事業者が地下水への依存度を
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抑制しなければ，水道水の硝酸・亜硝酸性窒素濃度を水質基準の範囲内に抑え

ることが難しくなる。高屋敷・国包・真柄［18］は，水道水源に使われる地下

水の硝酸・亜硝酸性窒素濃度が高水準に達していた地域を選び，各地域での水

道事業者の対応を調べている。その調査結果によると，河川水など他の水源の

水で、地下水を希釈してから水道用に使うことによって硝酸・亜硝酸性窒素濃度

を水質基準の範囲内に抑える水道事業者がかなり多くみられた2）。硝酸・亜硝

酸性窒素による地下水の汚染は，化学肥料多投や畜産排地物や生活排水が主な

原因で全国的に年々進む傾向がある（国包［ 6 J，永井［11］，高屋敷・国包・

真柄［18]) 0 このため，地下水汚染の進行と共に，上のような対応を求められ

る水道事業者が増えていくことが予想される。

硝酸・亜硝酸d性窒素濃度の高い地下水を河川水によって希釈してから水道用

に使う水道事業者の場合，水道法の水質基準を満たすために，地下水利用量の

河川水利用量に対する比を一定以下に抑えておく必要がある。このような水道

事業者は，希釈に使える河川水が渇水の発生によって大きく減るならば，水質

基準達成のために地下水利用を抑制することを迫られる。このとき，水道事業

者は，消費者に供給できる水道水の量を大きく減らすので，厳しい断水や給水

制限を通じて消費者に大きな負担や損害を負わせやすくなる。

このような渇水発生時に起こり得る問題への対応策としては，水道事業者が

他の利水者，特にi墓蹴用水利水者との聞で，渇水発生時の水利用に関して協力

関係を結ぶことが挙げられる。河川法第53条は，渇水発生時に利水者が相互に

他の水利使用を尊重し，互譲の精神に基づく協議で水配分を調整するように要

請している。これまで，渇水発生時には，この、法規に沿った利水者聞の水配分

協力が多くの地域で行われてきた。特に，渇水発生時に謹概用水利水者が河川

水の取水削減率を水道事業者より高く引き受け，河川水を水道事業者が優先的

に使えるように協力する事例が豊富にみられた。また，濯j既用水利水者が高率

の河川水取水削減を引き受けるとき 河川水利用の減少を地下水利用の増加で

補うケースも多くみられた3）。

水道水源用の地下水の硝酸.BP:硝酸性窒素濃度が高くなる，という問題に直

面する水道事業者と，付近の謹概用水利水者が，上述のような水配分の協力関

係を結び，共同で水利用形態を決めることが望ましいものとしよう。降雨量に

は年次変動があるので，河川渇水が起こるかどうか，また，渇水がどのレベル

にまで達するかには不確実性が備わる。このため，水道事業者と濯瓶用水利水
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者が水利用の効率化によって協力関係からできるだけ大きい経済効果を引き出

すためには，様々な渇水レベルに応じて河川水の取水削減率を両者の間で、どの

ように割り当てるべきかを予め検討しておく必要があるだろう。 i墓j既用水利水

者が河川水の取水削減を受け容れるとき それを地下水利用の増加によってど

れだけ補えるかは，彼らが使う井戸，ポンフ。等の地下水揚水施設のキャパシテ

ィー（容量）に大きく依存する。このため，上のような河川水の取水削減率の

割り当て問題を検討する際は 濯蹴用水利水者が使う地下水揚水施設の容量の

選び方が，取水削減率の割り当て方法や利水者聞の協力の成果に対して影響す

ることを考慮しておく必要がある。これまで，そのような考慮を行ないなが

ら，上述の取水削減率の割り当て問題や， i墓j既用水利水者の地下水揚水施設の

容量が持つ効果や役割について経済学的に分析した研究事例は現れていなしミ4）。

本稿の課題は，地下水の汚染によって地下水利用に制約が課される水道事業

者と，付近の濯概用水利水者が，河川水と地下水の利用形態を共同で決める場

合に，河川水と地下水の効率的な利用形態がどのような特性を持っかを経済学

的に分析することである。本稿では特に， i）降雨量や渇水レベルが年ごとに

変わるのに対応して，各利水者が河川水と地下水の利用量をどのように調整す

るのが効率的であるか，また， ii）両利水者が河川水と地下水の効率的利用を

図る際に， j韮j既用水利水者が使う地下水揚水施設の容量はどのような影響や効

果を持ち得るかを詳しく検討する。

次章では，水道事業者と濯蹴用水利水者が河川水と地下水を共同で利用する

状況をモデル化し，河川水と地下水の効率的な利用形態を導出するための経済

問題を定式化する。第E章では，降雨量や渇水レベルが変化するとき，各利水

者が河川水と地下水の利用量をどのように調整するのが効率的であるか，につ

いて調べる。第N章では，両利水者が河川水と地下水の効率的利用を図る際

に，濯j既用水利水者が使う地下水揚水施設の容量がと守のような影響や効果を持

っかを調べる。第V章では，分析結果を要約し，残された課題を述べる。

II. モデル

本章は，水道事業者とj墓j既用水利水者が河川水と地下水を共同で利用する状

況をモデル化し，河川水と地下水の効率的利用形態を求めるための経済問題を

定式化する。ここでは，地下水と河川水の汚染状態の聞に違いがあることによ
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って，水道事業者の地下水に対する選好と河川水に対する選好の聞に差異が備

わる状況が想定される。

ある一本の河川があり，濯蹴用水利水者（以下では利水者Aと呼ぶ）と水

道事業者（以下では利水者Nと呼ぶ）がその河川の水利権を有しているもの

とする。両利水者によってこの河川で行なわれる水源開発投資の大きさを， I

で表す。この水源開発投資に伴って年あたり rlだけの資本費が発生する

（ただし， Tは正の定数）。降雨量を Oによって表す。。は，区間［eL, eHJ上

に連続的に分布する確率変数であり， その確率密度関数はf(e）で表される。

両利水者にとって利用可能な河川流量は，水源開発投資額と降雨量に依存し，

関数S(B,I)によって表される。ここで， Sは連続的偏微分可能であり， 。と

Iについて単調増加である。つまり， δ。s>oとθ1S> 0を満たす5）。利水者

A, Nの河川水利用量をそれぞ、れ，「変数jSA, SNによって表すとき， SA+SN豆

S(B，乃が成り立つ。

利水者A,Nの地下水利用量を，それぞれ，「変数jgA, gNで表す。各利水

者は重力を使って河川水を取水することが可能であり，河川水の取水には費用

がかからないものとする。一方，地下水の揚水にはポンプの動力費がかかり，

地下水 I単位あたりの揚水費用は正の定数eに等しいものとする。利水者A,

Nが使う地下水揚水施設の容量をそれぞれ， qA, qNで、表す。 q；は，利水者zが
利用できる地下水量の上限に対応していて， g;~ q；が成り立つ（i=A, N）。利

水者zの揚水設備の容量をや単位に等しくするためには，年あたりの（q；） だ

け資本費が必要になるものとする。ただしのは，二階連続的微分可能な単調

増加凸関数である。一方の利水者が揚水した地下水を他方の利水者が用いるこ

とは，両者の聞での水の輸送費が高いために実質的に不可能であると仮定す

る。また，単純化のため，両利水者の地下水揚水によって生じる地下水位変動

は十分に小さくて，両利水者が水利用から得る便益に対しほとんど影響を及ぼ

さないと仮定する。

利水者Nが河川水と地下水の利用から得る粗便益は，関数 BN(sN, gN）によ

って表される。ただし， BNは二階連続的偏微分可能である6）。両利水者が利用

する河川水での硝酸・亜硝酸性窒素濃度は水質基準の範囲内にあるが，両利水

者の近辺にある地下水の硝酸・亜硝酸性窒素濃度は，水質基準で定められた上

限よりも高いと仮定する。このような水質の違いのために，利水者Nの河川

水に対する選好と地下水に対する選好の問に差異が備わる状況が以下では想定
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される。したがって，利水者Nにとって，河川水の限界便益3sNBN(SN, gN) 

と地下水の限界便益3gNBN(SN, gN）は一般に異なると仮定する。

河川渇水に直面している水道事業者の場合 地下水利用を一定に保ったまま

で河川水利用を増やせるならば，消費者により多くの水道水を供給できるよう

になる。そして，給水制限の回避や緩和を通じて消費者の厚生を改善すること

が可能になる。このような河川水利用の効果を考慮し，本稿は， SNが0に近い

小さな値を取るとき， θ＇SNBN(SN, gN) > 0が成り立つ，つまり，利水者Nの

河川水利用の限界便益が正になると仮定する。さらに， θ＇＆sNBN(sN, gN) < 0 

が成り立ち，利水者Nの河川水利用の限界便益が逓減すると仮定する。

河川渇水に直面している水道事業者が地下水利用量を河川水利用量に比べ十

分小さく抑えている場合水道原水全体での硝酸・亜硝酸性窒素濃度は水質基

準で定められた上限よりも低くとどまる。この場合，水道事業者が地下水利用

を限界的に増やしたとしても 水質基準を満たし続けることができる。このた

め，地下水利用を限界的に増やすことによって，水道事業者は消費者により多

くの水道水を供給することが可能になる。そして，給水制限の回避や緩和を通

じ消費者の厚生を改善することも可能になる。このような地下水利用の効果を

考慮し以下では， SNが0に近い小さな値を取り， gN/SNが十分に小さいと

き， 3gNBN(sN, gN) > 0が成り立つ，つまり，利水者Nの地下水利用の限界

便益が正になると仮定する。このほか， θkNgNBN(SN, gN) < 0が成り立ち，

利水者Nの地下水利用の限界便益が逓減すると仮定する。

他方で，利水者Aが水利用から得る粗便益は，関数BA(sA+ gA十日8）によっ

て表せると仮定する。ただし， αは， o＜ α＜ 1を満たす定数である。濯瓶期

間内に農地に降った降雨のうち，農地にそのまま残留して濯蹴用水の節減に結

びつくような水量は，「有効雨量jと呼ばれる7）。日は降雨量のうち有効雨量

になる部分の割合を表す0 BAは，利水者Aによる河川水利用量と地下水利用

量と有効雨量の和の関数であり 二階連続的微分可能で、ある。以下では， i)

SA+ gA＋α0がゼロに近い小さな値を取るとき， BA(sA+ gA＋α8) > 0が成り立

つことと， ii) BA(SA+gA十日8)< 0が成り立ち，利水者Aの水利用の限界便

益が逓減することを仮定する。 BAの関数形をこのように設定する場合， SAの

限界的変化がBAの値に与える効果と， gAの限界的変化がBAの値に与える効果

は同一で、あって，河川水と地下水の水質の差異は利水者Aの粗便益に影響を

与えないことになる8）。人体への安全性を重視した水道水の水質基準に比べ，
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農水省による農業用水水質基準はかなり緩やかに定められており，後者は，硝

酸・亜硝酸性窒素濃度に関する規定を特に設けていない9）。汚濁がかなり進ん

で、いる河川水を除けば，大抵の水源の水が農業用水水質基準を満たしており，

農業生産者は河川水と地下水の水質の違いをあまり省みずに済むのが一般的で

ある。このような事情が上の BAの設定に反映されている。

社会的余剰は，両利水者が水利用から得る粗便益の和から，地下水揚水費用

と揚水施設と水源開発投資の資本費の総計を引いた値で、あり，

BA (sA+ gA＋αB )+ BN (sN, gN) -e (gN+ gA) -CA (qA) -CN (qN) -rl 

に等しくなる。

短期において，両利水者は揚水施設の容量 qA, qNと水源開発投資額Iを調

整することができない（これらの変数は，後述する「長期」において調整が可

能になる）。短期には， qA. qN. Iの値と Oの実現値とを所与としながら，両

利水者によって共同でSA, SN, gA, gNの大きさが調整される。短期における

社会的余剰最大化問題は，次の（SP）のように定式化される。

(SP) , . !Il~X _ U (sA, SN, gA, gN）三 BA(sA+ gA＋日B)+ BN (sN, gN) -e (gN+ gA) 
.>A, .>N, J::A, J!.N 

S. t. SA+ SN孟S(B， 乃，（ 1 ) 

SA ~と 0, SN~ 0, 

0 SgA S qA, 

0 SgN s qN 

( 2) 

( 3) 

( 4) 

短期において効率的な各利水者の河川水・地下水利用量は，上の問題（SP)

の最適解によって与えられる。

上の問題の解の性質が，次章以降で詳しく分析される。問題（SP）は選択

変数と制約条件を多く含むため，その解の性質に関する分析は複雑化しやす

い。本稿は，以下で説明するように，問題（SP）における最適化を二つの段

階に分けて進める。これは，（SP）の解の性質を分析する際に用いる条件をで

きるだけ簡単な形で表して，その分析が複雑になるのを抑えるためである。

まず，第 I段階の最適化について説明する。第 I段階ではgNのみに関する

最適化が行なわれる。（SP）の目的関数 Uに含まれる項のうち gNを含むのは，

BN (sN, gN) -egNの部分に限られる。また，（SP）の制約条件のうち gNを含む

のは，（ 4）に限られる。制約（ 4）のもとで， 他の変数を所与として gNだ、
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けを調整して BN(sN, gN) -egNを最大化するのが，第 1段階の最適化問題であ

る。これは，

(Pl) max BN (sN, gN)-egN s. t. ( 4) 
gN 

と定式化される。問題（Pl）の解は， SNとqNの大きさを所与とするときの，

gNの効率的水準を表す。この解を，関数gN(SN, qN）によって記す。一方，問

題（Pl）の最大値を，関数 YN(sN, qN）によって記す。問題（Pl）の目的関数

は，利水者Nの粗便益と揚水費用の差である。 gNのみを調整できるときに利

水者Nが得られる短期余剰の大きさを，関数 YNの値によって測ることができ

る。

関数 YNを用いて第2段階の最適化問題（P2）が次のように定式化される。

(P2）” ll!a~ BA (sA+ gA十日e)+ YN (SN, qN)-egA 
->A, .>N, ~A 

s. t. ( 1 ) . ( 2 ) . ( 3 ) 

問題（P2）における選択変数は，（SP）における 4個の選択変数のうち gNを

除いた残りである。 Uに含まれる項のうち（Pl）の目的関数に含まれなかっ

た項を YNに加えたものが，（P2）での目的関数になる。また，（SP）での制約

( 1 ）～（ 4）のうち，（ 4）を除いた残りが，（P2）では制約条件として課され

る。問題（P2）の最大値は問題（SP）の最大値に等しくなる。つまり，上の

ように二つの段階を経ながら Uを最大化する場合でも，（SP）と同じ最大値が

得られる（これについての詳しい説明は付録を参照）。この最大値は， 8, qA, 

qN. Iに依存する。（SP）と（P2）で共通となる，この最大値を，関数M(8,

qA, qN，ηによって表す。

この他，問題（P2）における SA, SN, gAの解をそれぞれ，関数九（8, qA, 

qN, 1). sN ( e, qA, qN, 1). gA ( e, qA, qN，乃によって表す。そして，関数gNを，

gN ( 8, qA, qN，乃三 g'N(s N ( e ' qA, qN，凡qN)

によって定義する。このとき，

sA = sA ( e, qA, qN，乃， SN= SN ( 8 , qA, qN，凡

gA= gA ( 8, qA, qN，凡 gN= gN ( 8, qA, qN, I) 

( 5) 

( 6) 

が（SP）の解であることを， 以下のように示すことができる。（SP）の目的
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関数 Uに（ 6）を代入した値は，（ 5）と YNの定義より，次のように書き換

えることができる。

u (SA, SN, gA, gN) =BA （む＋gA+ aB )+ BN (sN, gN)-e (iN+ gA) 

=BA (sA + gA+ aB )+(BN (sN, g'N （玉川 qN)) 

-eg'N (sN, qN)}-egA 

=BA (sA+ gA＋日8)+ YN (sN, qN)-egA ( 7) 

SA,SN, bの定義より，（ 7）は（P2）の最大値を表す。（P2）の最大値と（SP)

の最大値は等しいから，（ 6）で示した SA,SN, gA, gNは，（SP）の最大値を与

えることになる。よって，（ 6）で示したSA,SN, gA, gNは（SP）の解になる。

問題（SP）の解は，以上のように（Pl）と（P2）の解に関係づけることが

できる。本章の残りでは， g'NとYNが持つ性質と（P2）の最適化の一階条件に

ついて説明し，最後に，長期における社会的余剰の最大化問題について論じ

る。

問題（Pl）に対して包絡線定理を適用すると，

θSNYN (SN, qN) = osNBN (sN, g'N (sN, qN)) ( 8) 

を導出できる。仮定より， SNが0に近い小さな値を取るとき，（ 8）の右辺は

正になるので， SNの限界的な増加と共に YNが増大する。

gN (SN, qN）がゼロか， qNに等しい場合， SNが限界的に変化しでも gN(SN, qN) 

は一定にとどまるので，（ 8）より，

o&sNYN (SN, qN) ＝δ＆sNBN (SN, gN (SN, qN)) < 0 

が成り立つ。よって， SNの限界的増加が YNに与える効果には逓減傾向が備わ

る。

一方， 0< gN (SN, qN) < qNが成り立つ場合，（Pl）における最適化の一階条

件として， δ＇gNBN(sN, g'N) = eが成り立つ。これを SNについて全微分し，

o&sNBN < 0を用いれば，
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osNgN (SN, qN) 

o'fNgNBN (SN, gN) 
= - 2 ミO＜＝＞ δSNgNBN(sN, gN）ミ 0

θgNgNBN (SN, gN) 
( 9) 

という関係を示せる。よって， SNの増大と共に gNが増えることが効率的であ

るかどうかが，交差偏微分係数δh,gNBNの符号の決まり方に依存する。式

( 8）を SNについて全微分した式に，（ 9）における θ＇SNgN(SN, qN）の表現を代

入すると，

δ＇＆sNYN (SN, qN) 

δ＇＆sNBN (sN, gN）δtNgNBN (sN, gN) -{ o'h,gNBN （机 gN)}2

δgNgNBN (sN, gN) 
(10) 

を導出できる。上ではθ＇＆sNBN< 0と持噌NBN< 0を仮定したが，さらに，

o'&sNBN (SN, gN）δgNgNBN (SN, gN)-{ o'h,gNBN (SN, gN)}2 > 0 (11) 

も成り立ち， BNが狭義凹関数になると仮定する。このとき，式（10）の右辺

が負になり， δ＇＆sNYN(SN, qN) < 0が得られる。よって， 0< gN (SN, qN) < 
qNの場合で、も， SNの限界的増加が YNに与える効果に逓減傾向が備わるように

なる。

次に，問題（P2）の最適化の一階条件について説明する。（P2）において，

uとSNについては内点解が得られることを仮定する。そして，（P2）に対する

ラグランジアン Lを，

L三 BA(sA+ gA＋α8 )+ YN (SN, qN)-egA+ μ{S ( 8, I)-SA SN} 

+I/I (qA -gA）十KgA

によって定義する。ここで， μ， 1/1, k はそれぞれ，制約（ 1 ) , ( 3), gAさO

に関するラグランジ、ユ乗数を表し，全て非負の値を取る。最適化の一階条件か

ら，

δ＇SNL= 0ニ今 δSNYN (SN, qN) = μ, 

δ＇SAL= 0二今B’A(sA+ gA＋αe) = μ, 
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δ＇gAL= 0コB'A(sA+ gA＋αB) =e+l/fーに (14) 

μ {S ( B，乃－ SA-SN}= l/l(qA-gA) = KgA = 0 (15) 

が得られる。

問題（P2）の最適解における μ， 1/1, Kの値は， B'qA, qN, Iに依存する。

これらをそれぞれ，関数fl( B ' qA, qN，乃， ψ（B ' qA, qN, I) ' k ( B ' qA, qN，乃に

よって表すことにする。このとき，包絡線定理を適用し，次の三つの関係式を

導出できる。

δqAM ( B ' qA, qN，乃＝ ψ（B' qA, qN, I), 

θqNM ( B ' qA, qN, I) ＝δqNYN (SN ( B' qA, qN，乃，qN),

31M ( B' % qN) ＝兵（B' qA, qN，乃θrS( B，η 

(16) 

(17) 

(18) 

本章の最後に，長期における社会的余剰の最大化について説明する。長期に

おける社会的余剰の最大化は，（SP）の最大値である M の期待値から，揚水

施設と水源開発投資の資本費の和をヲlいた値を， qA,qN, Iの調整によって最大

化するとき達成される。この最大化問題は，次の問題（LP）のように定式化

できる。

(LP) 似：＜o，恐笥 I主0」：HM(B,q川， ηf( B) dB 臼匂

一CN(qN) r 1 

上の問題の最適解によって， qA,qN, Iの効率的水準が与えられる。

問題（LP）の最適化の一階条件は，内点解を仮定するとき，（16）～（18）を

用いて次のように表すことができる。

L:H !ft ( B' q川 I)f(B)dB =cA. (qA), 

L:H削 N 刷 B，山

L:H fl ( B，仰

(19) 

(20) 

(21) 

qA, qN, Iの効率的水準が全て正であるならば，それらは式（19）～（21）を連立

させて解くことによって求められる。
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次章以降では上で導いた一階条件を用いながら，（SP）の解の性質について

調べる。上では，関数 YNの導入によって，式（12）～（15）のように gNを含ま

ない形の一階条件が導出された。次章で（12）～（15）を用いて（SP）の解の

性質を分析する際は，この操作のおかげで分析の複雑化を抑えることが可能に

なる。

ill. 降雨量変動が河川水・地下水の効率的利用量に及ぼす影響

本章は，降雨量Oが変動するとき，各利水者の河川水・地下水利用量の効率

的水準にどのような影響が及ぶかについて，前章の議論を踏まえながら分析す

る。式（13)' (14）を用いると，関係式fl=e ＋ψ一斥を導出できるo gAと0,

qAの大小関係に注目し，（15）を用いれば， b，ム ψ，Aの値が取り得る組合せ

として次の三ケースがあり得ることがわかる。

ケース1)

ケース2)

ケース3)

ふ＝ O，斥さ O，ψ＝O,fl=e一斥：：；； eが成り立っとき，

0 < gA < qA, K = 0，ψ＝ 0, fl= e > 0が成り立っとき

れ＝ qA，斥＝ O，ψ三O,[l=e＋ψミeが成り立っとき

以下では， これら三ケースに場合分けして問題（SP）の解と Oの関係を調べ

る。

まず，

では

ケース 1における（SP）の解と 6の関係について調べる。ケース l

SA＝む（e, qA, qN, I), sN = sN ( e, qA, qN, I), μ = μ ( e, qA, qN，凡 K＝斥

( 8, qA, qN，乃に対して，次の条件（Cl）が成り立つ10）。

IB.A (sA＋日B）＝ δSNYN(SN, qN) = μ, 

(Cl) jμ = e -K, K さ0,μと0,

lsA+ SN孟s(I, e)' μ {S (I, e )-SA -SN) = 0 

条件（Cl）を用いた比較静学より，

ついて，次を結論できる。

ケース 1での（SP)の解と Oの関係に

定理 1 gA ( 8, qA, qN，乃＝ Oとfl( 8 , qA, qN, I) > 0が成り立つと仮定する。

このとき，
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θOSN ( 8, qA, qN, I) > 0, 
-a<  3esA(8,qA,qN，乃＜ δeS(8，凡

δOSA (8' qA, qN，乃三 0~ 

α 三喜 ah,sNYN (SN ( 8, % qN, 凡qN）θeS ( 8, η 
B:.; (sA ( e, % qN，乃＋α8)

が成り立つ。特に0< gN ( 8, % qN, I) < qNであるときは，

δegN(8,qA,qN，乃主主 0~ 
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(22) 

(23) 

(24) 

θh,gNBN (§N ( 8, qA, qN，乃，gN( 8, qA, qN，乃）ミ 0 (25) 

も成り立つ。

（証明）れ＝ Oと兵＞ oを仮定するとき， BA.(§A＋α8) = 3sNYN (sN, qN）と， SA

+§N= Sが成り立つ。これら 2条件を Oについて全微分すると，

(3esA十日） B'..( (§A+ a8) ＝δ：＆sNYN (sN, qN）δOSN, 

3esA＋δOSN ＝δ。s
を導出できる。 δOSNを消去して上の式を δ。むについて解くと，次を導出で

きる。

δ § －θ：＆sNYN (sN, qN）θeS一αB'..(（.む＋α8)
e>A a'ftvsNYN (SN, qN) + B'..( (§A＋日8)

(26) 

(26）の右辺を，一 α，および， δ。sと比較することによって，一 α＜θ8SA

＜ θeSが成り立つことを示せる。よって， θesN=3eS -3esA > 0が得ら

れる。 B'..(< 0とδA内 YN< 0と（26）より， δOSAの符号が（24）のように

定まることが確かめられる。 0< gN < qNの場合，（ 5）より， aegN= 

θSNgN (SN, qN）δOSNが成り立つ。よって，（ 9）と δOSN> 0より，（25）に

示す関係を結論できる（証明終）。

定理 Iの結果に関する注意を述べるo gA = 0と。＞ oを仮定するとき， α

がある臨界値より小さいときに限ってθ8SA> 0が得られることが，（24）で

結論されている。 B'..(< 0とθ2SNSNYN< 0より，この αの臨界値は正の値

を取る。 θ8SN＋訂正A＝δeSと（22)' (23）を使えば， αがこの臨界値よりも

小さいとき δOSAとδOSNの双方がaesより小さな正の値を取ることが確かめ

られる。
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次に，定理 Iについての解釈を述べる。仮定δeS> 0より，降雨量Oの増

加と共に河川流量 S(8，乃が増大する。定理 1のようにAが正であることを仮

定するとき，河川流量制約（ I ）が（P2）の最適解において有効である0 flは

河川流量制約（ I ）のシャドウプライスを表すので，この場合， 。が増大する

と，河川水の希少性の低下を反映してAの低下が起こる。 δ＇SNYN(SN, qN) =fl 

とθ'fivsNYN(SN, qN) < 0が成り立つので，このとき SNはOについて単調増加

になる。つまり，手lj水者Nの河川水利用を降雨量の増大と共に増やすのが効

率的になる。一方，降雨量の増大と共に利水者Nの地下水利用を増やすのが

効率的であるかどうかは， o'fivgNBNの符号の決まり方に依存する。これは，

( 5）と（ 9）から導かれる性質である。

gA = 0が成り立ち，。の増加に伴って Qが低下するとき， BA_(sA＋α8）が低

下する。 B'.1< 0より， SA＋α0はOの増加と共に大きくなるから， δBSA> 
一日が成り立つ。 aが十分に大きい場合， 。が増加するとき d が急速に増大

する。このとき，もしむも増加するならば， BA.（ら＋ α8）が大きく低下し，

OSNYN (SN, qN）との聞で不均衡が避けられなくなって（CI）との矛盾が生じ

てしまう。このため， 日が十分に大きい場合は， 。の増加と共にむが減少し

なければならない。反対に αがあまり大きくなければ，。の増加と共にらは

上昇する 0 SNがOについて単調増加なので，後者の場合のおの上昇量は，

S(8,I)の上昇量よりも小さくなる必要がある。これらより，定理 lで結論さ

れるように， θBSAの符号がαの高低に依存し， θBSA<oeSが成り立つ。

次に，ケース 2における（SP）の解と Oの関係についての分析に移る。ケ

ース 2では， SA=SA (8, qA, qN，乃， SN=SN (8, qA, qN，凡 gA= gA (8, qA, qN，乃に

対して，次の条件（C2）が成り立つII）。

IBA. (sA+ gA+ a8) ＝δSNYN (sN, qN) = e, 
(C2) l 

lsA+ SN= S (8，乃

ケース 2では，利水者Aの地下水利用の効率的水準は正になるが，揚水容

量qAには満たない。この場合，限界便益BA.(sA+ gA＋日8）が揚水の限界費用 e

と等しくなるように利水者Aの地下水利用を調整するのが効率的である。ま

た，利用可能な河川流量 Sは， BA.(sA+ gA十日8）と δsNYN(sN, qN）が均衡する

ように利水者間で、配分するのが効率的である。これらより，ケース 2では，

asNYN (sN, qN）が定数 gに等しくなり，。に依らない。したがって， δBSN= 
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0が成り立ち，降雨量の変化に依らず利水者Nの河川水利用を一定に保つの

が効率的である。式（ 5）より，このとき oegN= oが成り立つので，利水者

Nの地下水利用も降雨量に依らず一定に保つのが効率的になる。また， δBSN

=Oとお＋§N= Sより， δesA=oeS>Oを導ける。これは，降雨量の増減に

よって利用可能な河川流量が変化するとき，その変化量と同じ大きさだけ利水

者Aの河川水利用を変化させるのが効率的であることを意味する。この他，

B'A (SA+ gA＋α（） ）が定数eに等しくなることより， θegA＝一日一訂正A＝一α

-aes < oが成り立つ。よって，降雨量が増加するとき，利水者Aが河川水

利用の増大と引き換えに地下水利用を減らすことが効率的になることが分か

る。

以上の議論の内容は次の定理に要約できる。

定理2 Q < g A ( () , qA, qN，乃＜ qAのとき，次の性質が成り立つ。

δBSN ( (), qA, qN，乃＝ δegN((),%qN，乃＝ 0, 

δes A ( ()' qA, qN, I) ＝θe S ( （） ，乃＞ 0, 

oegA ( ()' qA, qN，乃 ＝－ a-oeS（（），乃＜ o

この分析結果より，ケース 2において降雨量Oの減少によって渇水がより厳

しくなる際，利水者Aは，河川水から地下水への利用代替を増やし利水者

Nにコンスタントな河川水利用を認めることが効率的であることが示唆され

る。

次に，ケース 3における（SP）の解と Oの関係について説明する。ケース 3

では， SA＝む（(), qA, qN，凡 sN=sN((),qA, qN, I），μ＝ 兵（()' % qN，凡 If/= 
ψ（ (), qA, qN，乃に対して次の条件（C3）が成り立つ12）。

IBA. (sA+qA+a()) ＝δsNYN (sN, qN) = μ, 

(C3) jμ = e+lfl, If/ミ0,

lsA+sN=S((),I) 

ケース 3において Oの変動が（SP）の解に及ぼす影響についての比較静学

分析は，（C3）を用いながら，定理 1の証明とほとんど同じように進められ

る。この分析によって次を結論できる。

定理3 gA ( (), % qN，乃＝ qAが成り立つものとする。このとき，
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θBSN(8,qA,qN，乃＞ 0, (27) 

一日＜ 3esA(8,qA,qN,I) ＜ δoS(8，乃， (28) 

δBSA (8' % qN，乃三三 o~

δ＇＆sNYN (SN ( 8, qA, qN，凡 qN)aos ( e，η 
(29) 

BA(sA(e, % qN，乃＋qA＋α8)

が成り立つ。特に0< gN ( 8, qA, qN, I) < qNのときには，

δBgN ( 8, % qN, I) ミ o~

a'&gNBN (SN ( e' qA, qN，乃，gN( 8, qA, qN，乃）ミ 0 (30) 

も成り立つ。

（証明）ケース 3では， BA.(§A+ qA＋α8）＝ δSNYN (SN, qN）と， SA+§N=sが成

り立つ。これらを Oについて全微分すると，（26）において BA(sA+ a8）を

BA (§A+ qA+ ae）に置き換えた式が導出できる。このため，定理 1の証明にお

ける（26）以下の議論と同じ議論を経て，（27）～（29）が成り立つことと， O

< gN ( 8, qA, qN，乃＜ qNのとき（30）が成り立つことを示すことができる（証

明終）。

定理3の結果より， gA= qAを仮定するとき， αがある正の臨界値を下回れ

ば， θes AがδoSより小さな正のイ直を取る。このとき， δBSNもδeSより小さ

な正の値を取る（定理 Iの証明の直後の注意を参照）。ケース 3において Oが

限界的に減少（増加）するとき， Aが上昇（低下）し， BA.(§A+ qA＋α8）と

θSNYN (SN, qN）が同じように上昇（低下）しなければならない。このため，

(SP）の解と Oの関係について，定理 Iの場合と同じような解釈を行なうこと

ができる。

ケース I～3がOの高低と関連付けて場合分けできることを，次に説明しよ

う。問題（LP）において qAの内点解が得られることを仮定する場合，（19）と

CA (qA) > 0より， ψ（8, qA, qN，乃＞ OとgA( 8, qA, qN, I) = qAを同時に成り立

たせる Oの領域が存在する。つまり，ケース 3に該当する Oの領域が存在す

る。一方， fl( eH, qA, qN，わ＜eが成り立つこと，すなわち，。＝ 8Hのときに

制約（ 1 ）のシャドウプライスがeを下回ることを仮定した場合， 。＝ eHの

ときにケース Iが該当し， gA( eH, qA, qN，乃＝ Oが成り立つ。この場合，連続

性より，。がeHより小さくて，。Hに十分近い値を取るときにも，ケース Iが
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該当する。定理2で結論したように， 0くれ（8 , qA, qN, I) < qAであるとき，

gA ( 8, qA, qN，乃は Oについて単調減少である。したがって，上の二つの仮定

の下では，。L くぬく 8c< 8Hを満たす 8A,8cが存在して， i) 8L三 O豆

8Aのとき gA ( 8 , qA, qN，乃＝ qAが成り立ち， ii) 8A < 8 < 8cのときo<
gA (8, qA, qN，乃＜ qAが成り立ち， iii) e c壬 O三 8Hのとき gA( 8, qA, qN，乃＝

Oが成り立つようになる。つまり，。が8Lから増大していってむを超えると

き，ケース 3からケース 2へのスイッチが起こる。また，。がむから増大し

ていって仇を超えるとき，ケース 2からケース 1へのスイッチが起こる。

上で述べたむと 8cの値を決める条件を明確な形で表そう。条件δsNYN(sN, 

qN) = eを満たすSNの値を，関数s'N(e, qN）によって表すことにする（前章で述

べたように θ＇＆sNYN(sN, qN) < 0が成り立つので，このような SNの値は一意

に定まる） 0 flはOについて連続なので，（Cl）一（C3）より， fl( 8 A, qA, qN，乃＝

fl ( e白 qA,qN，乃＝e> 0が成り立つ。したがって，一階の条件δSNYN(SN, qN) = 

Aを用いて，

.sN ( eA, qA, qN，乃＝.SN( 8c, qA, qN, I) =s'N (e, qN) 

が得られる。このほか， fl(Sーら－ SN)= 0より，

.sA ( eA, qA, qN，乃＋§N(8A,qA,qN，乃＝S ( 8A，乃，

SA ( 8c, qA, qN，乃＋§N(8c,qA,qN，乃＝ S ( 8c，乃

(31) 

(32) 

(33) 

が得られる。条件B'A(w) = eを満たすωの値を，関数WA(e）によって表すこ

とにする（仮定 B"A< 0より，このような ωの値は一意に定まる）。条件

(13）と， gA( 8A, qA, qN，乃＝ qAと， fl( 8A, qA, qN，乃＝ eより，

BA （む（8A, qA, qN，乃＋qA十日8A)= eつ

ら （8A,%qN，乃＝WA(e) qA ae A (34) 

を導出できる。また，（13）と， gA( 8c, qA, qN，わ＝ Oと， fl( 8c, qA, qN, I) = eよ

り，

BA（九 （8白 qA,qN，乃十日8c)= e ＝打A(8白 qA,qN，乃 ＝WA(e)-a8c (35) 

を導出できる。式（31). (34). (35）を，（32）と（33）へ代入することによ

って

水利科学 No.309 2009 



102 

WA (e)-qA一日8A+SN (e, qN) = S ( 8A，乃

WA (e）一αBe+s'N (e, qN) = S (Be，乃

(36) 

(37) 

が得られる。むと Beの値は，それぞ、れ，（36）と（37）を解くことによって求

められる。こうして，次の定理を結論できる。

定理4 最適解において qA> 0とP,( BH, qA, qN, I) < eが成り立つと仮定す

る。このとき， 。L< BA< Be< BHと，式（36)' (37）を満たすBA,Beが存

在して，

｜…むのときか （B山＝ 和

BA< B < Beのとき， 0< gA ( B' qA, qN，乃＜ qA, 

Be三 B::::; BHのとき， gA(B, % qN，乃＝ 0 

が成り立つ。

関数BAの値は， SA+gA＋α0によって決まる。このため，利水者Aにとっ

て，河川水利用を追加的に I単位増やすときに得られる粗便益と，地下水利用

を追加的に I単位増やすときに得られる粗便益との聞に違いはない。しかし，

これらの手段が生む社会的費用の聞には差異が生じ得る。利水者Aの河川水

利用が追加的に I単位増えるとき，利水者Nにとって利用可能な河川流量が

I単位減る。そして， gNの調整を通じて利水者Nが得られる短期余剰 YNが，

dSNYNだ、け減少する。一方，利水者Aが地下水利用を追加的に I単位増やせ

ば， YNは一定のままで揚水費用 eが発生する。これらの比較より， θSNYN< e 

のとき利水者Aの地下水利用が効率的にならない。効率的な河川水配分が行

なわれるとき， θSNYNはAに等しい。また，定理4の仮定の下でAがeより

小さくなるためには， 。＞ Beが必要十分で、ある。これらより，定理4で結論

されるように，利水者Aの地下水利用が効率的になるかどうかが，。と Beの

大小関係に依存するようになる。

条件（36）を満たすBAの値は， qA.qN. Iに依存し，条件（37）を満たす Be

の値は， qN. Iに依存する。前者を関数BA(%qN，乃によって表し，後者を関

数Be(qN，乃によって表すことにする。（SP）における SA,SN, gAの最適解に対

して降雨量Oの変化が及ぼす影響の例が，第 1図に措かれている。。がBeを

超え， Aが正である場合， 。の変化が最適解に及ぼす影響は定理 1を用いて特

徴づけられる。この場合， αが十分に小さいならば，定理 Iの結果より，

水利科学 No.309 2009 



武藤地下水汚染と地表水地下水の効率的な部門別利用 103 

S, h gi 

s 

SA 

SN 

qA 

gA 

。L 。A θc θ 

第 1図 SA,SN, gAの効率的水準と降雨量の関係の例

δ＆SNとδBSAの双方がδoSより小さな正の値を取る。このため，図に描かれ

るように，。が減少するにつれて， Sよりも緩やかな速さで匂とらが減少す

る。。が低下していって Beを下回ると，定理2を適用して Oの変化の影響を

特徴づけることができる。このとき，図に示すように，。が孔より低下する

につれて， sと同じ速さでむが減少しむの減少を相殺するようにgAがゼロ

から増えていく。このように利水者Aが河川水から地下水への利用代替を増

やすことを通じて，ふが一定に保たれる。この状況は Oが低下してんに達す

るまで続く。。がさらに低下して九を下回れば，定理3が適用可能になる。

このとき， gAはqAに等しく保たれる。また， ιが十分に小さければ，図に描

かれるように，。が減少するにつれて SNとむが共に Sよりも緩やかな速さで

減少する。渇水レベルが変化するときの効率的な水利用調整は，以上のように

定理 I～4を結び付けながら特徴づけることができる。
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N. i墓j既用水利水者が使用する地下水揚水施設の容量

本章では，濯i既用水利水者が使う地下水揚水施設の容量が，河川水と地下水

の効率的利用を図る際に，どのような影響や効果を持ち得るかを調べる。

式（36）を qAについて全微分することによって， δqA{J A ＝一 I／（日 ＋aeS)

<oを示せる。 BeはqAと独立であるが，。AはqAについて単調減少になるこ

とが確かめられる。これより， qAが大きくなるにつれて， gA( 8, qA, qN，乃＝qA 

が成立するような Oの区間は縮小し， sN( e, qA, qN，乃が一定に保たれるよう

なOの区間は拡大する。このことは，第 1図でんが左へ移動する状況を考え

れば容易に確かめられる。よって，利水者Aが使う地下水揚水施設の容量の

拡大には，利水者Nの河川水利用の効率的水準を降雨量に依存しにくくする

効果が備わる。

(SP）の解に対して qAの変動が及ぼす影響についてより詳しく調べる。第 2

図の右側の象限には， qNの大きさを所与として， SNと3sNYN(SN, qN）の関係の

例を描いた。上述のように δ＇＆sNYN(sN, qN) < 0が成り立つので，そこでの

3sNYNのグラフは右下がりになる。一方，第 2図の左側の象限には， 。の大き

さを所与として，利水者Aの水利用総量SA+gAとBA.(sA+ gA＋α8）の関係の

例を描いた。仮定B'.4< 0より，そこでの BA.のグラフは右上がりになる。

両利水者に利用可能な河川流量 S(B，乃は，第 2図における線分ゅの長さ，

d に等しいものとする。当初の状態において， qAが，線分adの長さ， adに等

しく， e ＜九 （qA,qN, I)が満たされていると仮定する。これは，定理4よ

り，前章のケース 3が該当する状態である。このとき，問題（SP）における

gA, SN, SAの解は，それぞれ， gA= ad, SN = Ob, SA = Oaによって与えられる。

実際， gA,SN, SAがこのように選ばれるとき， BA.(sA+ gA+ ae）とδsNYN(SN, qN) 

が共に第2図の qに等しくなり， Ojがeを超え， SA+SN= ab= S ( 8，めが成立

するので，（C3）に含まれる全条件が満たされる。

ここで， qAが第2図の adから αザへ拡大すると仮定し， qAの拡大幅を E = 

d'd + aa’と置くことにする。 qAの拡大後も e＜ ん （qA,qN, I)が成立している

ものとすれば， qAの変化に合わせて gAの解がa'd＇へ拡大する。また， Ob’＞

Obとbb’＝ αα’を満たすような点 b’を第2図に示すように取るとき， qAの拡大

に伴って SNの解が Ob’へ変化し， SAの解が 0α’へ変化することが確かめられ
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る13）。この場合， SNの解がbb’だけ増え， SAの解がそれと同じ量だけ減少する

ので，利水者Nに配分される河川流量の割合がqAの拡大と共に高まる。また，

uの解の減少量で、ある ω’が， qAの拡大幅で、ある Eよりも小さいため，利水者

Aの水利用総量SA+gAがOdから Od’へと増大する。このように，揚水容量 qA

が拡大する場合， ん（qA,qN，乃より小さい降雨量のもとでは，手Jj水者Aが自

らの水利用総量の増大を確保しながら河川利用を減らし，利水者Nにより多

い河川利用を認めるのが効率的である。利水者Aが使う地下水揚水施設の容

量を拡張することによって，手Jj水者Aの水利用総量と利水者Nの河川水利用

量の効率的水準を，渇水が十分厳しいときに高められることが，ここでは示さ

れた。

問題（SP）の最大値である M (8, qA, qN，乃に対して，上の状況で qAの変化

が及ぼす影響について評価しよう。 qAが上のように拡大するときの M (8, qA, 

qN，乃の変化量を， l:iMと置く。 qAが図の adから a'd＇へと拡大する場合， SN

の解が Obから Ob＇へ増大することによって，最適解における YNの水準が増

加する。 bb’が十分に小さいとき，この YNの増加量は， bb＇とOJの積によって

B~ IθSNYN 

B~ （SA+ gA＋α的 。SNYN(SN,qN)

SA+gA d’dαd  0 b b’ SN 

第2図 qAが増加するときの（SP）の解の変化の例
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近似できる。利水者A側でも，水利用総量がOdから Od’へ増大することによ

って便益BAが増加しその増加量は， dd’が十分小さければ， dd＇とOjの積

によって近似できる。この他， qAとgAの拡大に合わせて利水者Aの揚水費用

が増加するが，その増加量は eとεの積に等しい。よって， εが十分に小さけ

れば， Oj> eより，

t::.Mご Oj× （bb’＋dd)-eE＝（句－ e) E > 0 (38) 

という近似評価が得られるo qAが拡大する前の状態 （qA=adのとき）では，

BA. （ら（8, qA, qN，乃＋qA＋日8）＝ δSNYN(SN(8,%qN，凡qN)＝匂（39)

が成り立っている。 θqAM( 8 , qA, qN，乃は， E→ 0のときのl:::.M/Eの極限値

である。式（38). (39）より， e< eA (% qN, I)のときには，

δqAM ( 8 , qA, qN，乃＝BA.（九＋qA＋α8) e 

＝θsNYN (.SN, qN)-e > 0 (40) 

が得られる14）。。＜九が成り立つ場合， BA.とθSNYNが 6を超える状態で

利用が行なわれるのが効率的で、ある。式（40）における BA.(.SA+ qA＋白8）一6

は，効率的水利用が行なわれる状態で，利水者Aが水利用総量を追加的に I

単位増やすために eを超えてどれだけ支払う意思があるかを表す。また，

3sNYN (SN, qN)-eは，その状態で利水者Nが河川水利用を追加的に 1単位増

やすために eを超えてどれだけ支払う意思があるかを表す。（SP）の最大値で

ある M (8' qA, qN，乃がe< eA (qA, qN，乃のとき qAの上昇と共に増加しそ

の増加の割合がこれらの超過支払い意思額によって測れることが，式（40）に

よって表されている。

式（19）の左辺は， M の期待値を qAについて微分した値を，式（16）を用

いて書き換えたものであり， qAの期待限界便益としてみなせる。一方，その右

辺は， qAに関する資本費の限界費用を表すo qAが効率的水準に選ばれるときこ

れらが等しくなることが，（19）に示されている。。＞ fJAのとき，前章のケ

ース Iまたはケース 2が該当してψ（8, qA, qN，乃＝ Oが成り立つ。ゆえに，

(19）は，

l:A（…J)ψ（ e , qA, qN, I) f ( e ) de = c A.ゆ (41) 
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と書き直せる。利水者が効率的な水利用を行ないながら投資によって揚水容量

qAを拡大する場合，上述のように，降雨量Oが臨界水準＆より小さいときに

M を増加させることができる（式（16）より，そのときのMの増加の割合は

ψによって表せる）。一方，降雨量Oが臨界水準ぬを超えるとき， gAの効率的

水準が揚水容量 qAより小さいため， qAの拡大は M の増減に結びつかなくな

る。効率的水利用を行ないながら揚水容量 qAを拡大する場合，降雨量の変動

により利水者はこのような投資効果の発現に関するリスクに直面せざるを得な

い。揚水施設への投資を通じて引を効率的水準に調整するためには，このよ

うなリスクを組み込んで投資の費用便益計算を行なうことが必要になること

を，式（41）は示唆する。

V. むすび

本稿は，地下水汚染によって地下水利用に制約を課される水道事業者と，付

近の濯概用水利水者が，河川水と地下水をいかに用いることによって水利用か

ら得る余剰を最大化できるかを分析した。本稿では， j韮蹴用水利水者の地下水

利用の効率的水準が正の値を取り，その揚水容量よりも小さい場合， i）濯蹴

用水利水者は渇水が厳しくなるにつれて河川水から地下水への利用代替を増や

すのが効率的であり， ii）水道事業者は渇水の程度に依らず河川水と地下水の

利用量を一定に保つのが効率的であることが示された。一方，渇水が十分に厳

しくなって濯蹴用水利水者の地下水利用の効率的水準がその揚水容量に達して

いる場合，有効雨量になる降雨量の割合が十分低ければ， j墓概用水利水者と水

道事業者の双方が降雨量の減少と共に河川利用を減らすのが効率的になること

が示された。この他，濯瓶用水利水者の地下水揚水容量を拡張することによっ

て， i墓蹴用水利水者の水利用総量と水道事業者の河川水利用の効率的水準を，

渇水が十分厳しいときに高められることが示された。

効率的な水利用を実現するために濯瓶用水利水者が河川水から地下水への利

用代替を増やす場合， i墓概用水利水者側の地下水揚水費用が増えるが，その利

用代替増加のおかげで水道事業者は河川水をより多く利用できるようになり恩

恵を得られる。このような水利用調整が行なわれる際，前者側の地下水揚水費

用の増加分の一部を後者側が分担することが，両者間で公平性を確保するため

に必要になるだろう。このほか，濯概用水利水者の地下水揚水容量が拡張され
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る場合でも，効率的な水利用が行なわれるならば，渇水が十分に厳しいときに

水道事業者がより多くの河川水を利用できるようになり，恩恵を得られる。こ

の場合にも，両者間の公平性を確保するため，前者側の揚水容量拡張に要する

資本費を後者側が分担することが必要になるだろう。利水者聞の協力関係を促

進しながら本稿で導かれた効率的な水利用形態の実現を図るためには，利水者

どうしが費用分担や金銭移転をいかなる形で行なうのが望ましいかを，さらに

進んで検討する必要がある。この問題に関する分析は今後に残された研究課題

である15）。

付録：問題（SP）と問題（P2）における最大値が等しいことの

証明

選択変数を gNだ、けに限定するように問題（SP）を修正した場合，下のよう

な問題が定式化できる。

(SI) max u (sA, SN, gA, gN) s. t. ( 1)' ( 2), ( 3), ( 4) 
gN 

上の問題（Sl）の最大値を，関数 V(SA, SN, gA, 8, qA, qN, I)によって記す。次

に，残りの選択変数 （SA,SN, gA）を調整して Vを最大化する問題を，下のよう

に定式化する。

(S2) max V (sA, SN, gA, 8, % qN，乃 s.t. ( 1 ) , ( 2), ( 3 ) , ( 4) 
SA, SN, gA 

(Sl）において gNの調整によって Uが最大化され，そこで得られる最大値 V

が（S2）において SA,SN, gAの調整によって最大化される。他方で，問題

(SP）では，そのような段階区分を設けず， SA,SN, gA, gNを同時に調整して U

が最大化される。前者のケースと後者のケースの違いは，段階区分の有無の違

いだけなので，（S2）における Vの最大値は，（SP）における Uの最大値に等

しくなる。

条件（ 1), (2), (3）はgNから独立なので，（SI）においてこれらの条件

を制約から除いたとしても，（Sl）の最大値に影響が及ばない。この事実と

YNの定義より，

V (SA, SN, gA, 8, qA, qN，乃＝ YN (sN, qN)+ BA (sA+ gA＋α8 )-egA 

が成り立つ。条件（ 4）は SA,SN, gAから独立なので，（S2）において（4）を
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制約から除いたとしても，その最大値には影響が及ばない。これらより，

(S2）における Vの最大値は，（P2）における目的関数の最大値と等しくなる。

上述のように，（S2）における Vの最大値と（SP）における Uの最大値が等

しいので，（SP）における Uの最大値と（P2）における目的関数の最大値が

等しいことを結論できる。

註

1) データの出所は八木［22］による。

2) 高屋敷・国包・真柄［18］は，水道水源に使われる地下水の硝酸・亜硝酸性窒素

濃度が高水準に達している地域を全国から19ヶ所選ぴ各地域での水道事業者の対

応を調べている。その結果によると，他水源の水によって地下水を希釈することで

対応するところが最も多く 12ヶ所あった。この他地下水を予備用水源として使

うように切り換えたところ，地下水の取水位置を引き下げて対応したところ，付近

の農家に施肥量を減らすように指導したところがそれぞれ Iヶ所あった。日本で

は硝酸・亜硝酸性窒素以外にも水道法の水質基準対象となる物質が多数あり，それ

らの物質の濃度では河川水の方が地下水より高くなることが珍しくない。このた

め，地下水の硝酸・亜硝酸性窒素濃度が高くなる事態に直面した水道事業者が，地

下水利用を中止せずに，河川水による地下水の希釈で、それに対応することが，浄水

処理費を節約する観点から正当化できる場合が多いと考えられる。

日本水道協会［13］は，水道水の硝酸・亜硝酸性窒素濃度を抑制するための手段

を数多く取り上げ，技術的解説を行なっている。水道水の水質基準ではマンガン濃

度も基準対象に含まれるが，マンガンは通常の浄水方法（急速ろ過法）では除去し

にくい。このため，地下水のマンガン濃度の高さが水道事業者の地下水依存度に影

響を及ぼす例もみられる。例えば，高松市は，河川水の利用機会が恵まれないのに

もかかわらず，付近の地下水のマンガン濃度が高いため，水道水供給における地下

水依存度を長年の聞かなり低く抑えなければならなかった（高松市水道局水道史編

集室編［17］）。

3) ここでの河川水の取水削減率とは，利水者が，河川水の取水量を，水利権で認め

られた量に比べどれだけの割合で減らすかを表す。例えば，田中［19］によると，

平成6年の矢作川での渇水調整では，渇水調整が開始された時点で，河川水の取水

削減率は水道用水で10%に．農業用水と工業用水で30%に設定された。渇水がより

厳しくなると，取水削減率は水道用水で25%に，農業用水と工業用水で55%に変更

された。渇水がさらに進行すると，取水削減率は水道用水で33%に，農業用水と工

業用水で65%に再度変更された。このような渇水時における利水者間での取水削減

の調整に関して，岡本［14］と水利権実務研究会［15，第17章］が一般的な説明を
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与えている。一方，平山［ 3］，中桐ほか［12］，富山［21］は，大皐魅が発生した

平成6年夏に，河川水取水量の大幅な削減に直面した潅淑用水利水者が代わりに地

下水利用を増やしたことを報告している。

4) Burness and Quirk [ 1 ] , Lund and Reed [ 7 ］，千賀［16］，安井［23］は， i可

川水が利水者間で効率的に配分される状況や 効率的な河川水配分を実現するため

の水利権制度について経済学的に検討している。これらの研究では，各利水者の地

下水利用と河川水利用が同時に効率的水準へ調整される状況については，検討が行

なわれていない。一方， Tsur[20］は，利用可能な地表水の量が不確実で、あると

き，農業生産者が期待利潤最大化のために地下水と地表水をいかに組み合わせて使

うべきかを分析している。この研究は，農業生産者と非農業部門の利水者との聞で

水利用が調整される状況については取り上げていない。他方で， Knappet al. [ 5 ] 

は， i墓i既用水利水者が河川水から地下水への利用代替を行ないながら，河川水の水

利権を他の利水者へ移転する状況を想定し，地下水資源のストックの動学的変化を

分析している。この研究は，河川流量の不確実性が水利用形態に及ぼす影響につい

て注意を向けていない。

5) 本稿では， aとその下付き添え字によって，その添え字に関する偏微分を表す。

例えば， x,yを変数とする二階偏微分可能な関数F(x, y）があるとき， θxF（九 y）と

あF(x,y）はそれぞれ，凡 （x,y）と月 （x,y）を表す。また， a二F(x, y） と a.~F (x, y) 

と ay~F (x, y）はそれぞれ， Fxx(x, y）と ん （x,y）とι（川）を表す。

6) Moncur [ 8 ］は，ホノルル市の家計の水道水需要を実証分析し，家計における

水道水需要の降雨量に関する弾力性がほとんどゼロに近いことを推計している。こ

の結果より，家計が水道水の消費から得られる便益に対して降雨量がほとんど影響

を与えないことが示唆される。この結果を考慮に入れて，本稿では関数BNの変数

に0を含めないことにする。

7) 有効雨量に関する説明は，丸山ほか［9,p. 74］を参照。

8) Tsur [20］における農業生産者の河川水・地下水利用モデルで、は，農業生産者の

得る粗便益が地下水利用量と河川水利用量の和の関数になることが仮定されてい

るo そこでは，本稿と同様に，農業生産者の得る粗便益が地下水と河川水の水質の

差異から影響を受けないことが想定されている。

9) 農水省による農業用水水質基準に関してより詳しい説明は，丸山ほか［9,p. 59] 

l を参照。

10) 式（ 1 ）と式（12）～（15）にgA=l/f=Oを代入した式を整理することによって，

条件（Cl）を導出できる。

11) I/I = K = 0とμ= e > 0を式（12）～（15）に代入すると，（C2）を導出できる。

12) gA = qA. K = 0, μ = e +I/I > 0を式（12）～（15）に代入することによって，条件

(C3）を導出できる。
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13) gA = a'd', SN= Ob', SA= Oa’， ω’＝ bb’が成り立つ場合， B'A (sA + gA + aB ）と

3sNYN (SN, qN）が共に第2図の Oj’に等しくなり， Oj’がeを超え， SA+SN= aγ＝ 

ab=S(B,I)が成立する。よって，（C3）に含まれる全条件が満たされる。

14) 条件（C3）をvについて解くと， I/I= B'A (sA+ qA+ aB) -e ＝δsNYN (sN, qN) e 

が得られる。これと（16）を結びつけて（40）を導出することもできる。

15) 本稿で示された効率的な水利用形態の実現を図るためには，年ごとの気象条件や

河川流況の遠いに柔軟に対応できる農業用水転用契約を，利水者どうしが結ぶこと

が必要になるだろう。 1960-70年代の四箇池土地改良区と高松市上水道との聞の農

業用水転用契約で、は，年ごとの降雨量や渇水レベルの違いに対応して，前者から後

者への転用水量と，後者から前者への金銭支払額が弾力的に調整されていた（水谷

[10］を参照）。一方，米国カリフォルニアナト｜の渇水銀行を介した水利権取引では，

農業生産者が地下水利用を増やす代わりに河川水利用を減らし，都市部の水道事業

者により多くの河川水利用を認めるという形を取った，水利権の一時的賃貸が行な

われる（Dixon,Moore, and Shechter [ 2 ] , Howitt [ 4］を参照）。その取引の際

に用いられるオプション契約では，農業生産者に対し前渡金を支払うことによっ

て，水道事業者は，河川流況の動向の判明後に水利権を借りるかどうかを自主的に

決めることが認められる。また，水道事業者が河川流況の動向の判明後に水利権を

借りる際，オプション行使価格と呼ばれる賃借料を農業生産者に対し支払うことが

要求される。こういった取引形態が日本国内の地下水汚染が進行した地域での農業

用水転用にどのように適用できるかに関して経済学的検討を進めることも今後必要

だろう。
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