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水資源開発と原水価格政策

有 水 彊

1. はしがき

原水価格はその原水をうるために開発された水資源から，そこに投入され

た費用の回収を基本的には目的としている。ところで地方公営企業による水

資源開発事業（土公益企業であって， したがって原水価格は公益企業の料金と

しての取扱いをうけている。そこで原水価格政策を公益企業の価格政策とし

て一般的な立場から考察するとともに，水資源開発事業の特殊性からそのよ

うな価格政策が原水価格の決定（二際して受ける修正の在り方を考えてみるこ

とにし7ニL、。

2. 公益企業の経済的特質一一二つの目的一一

公益企業の価絡政策を論ずる場合に，なによりもまず公益企業の経済的特

質を他の普通の企業として考察し3 その社会的任務を明らかにする必要があ

る。

通常公益企業として区別されている企業の第一の特殊性は，その供給する

生産物の非移転性ということである。もちろんここでLづ非移転性とは問題

とする期間や移転のための経済的費用との関連におL、て，相対的に考えなけ

ればならないものであること（れ、うまでもないことである。つぎに第 2の特

殊性として企業の総生産費のうちで固定費の占める割合が圧倒的に大きく，
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さらに生産を増加していく場合！こ附加的に必要とされる費用の割合が小さく

て，多くの場合この単位増加量当りの付加的費用つまり限界生産費が生産水

準を増していってもほとんど一定に保たれるか，あるいは逓滅的であるとい

う事実， さらに固定設備の分割可能d陀lこ強い制約が加えられるために，大規

模生産の利益が他の通常の企業の場合と比較してとくに大きく，ある水準以

下の生産量ではその固定費を含めた平均生産費がほとんど禁止的な高さにな

ること等があげられる。

この 2つの特質から二重投資によって生ずる社会的損失を避けるために一

地域に一企業のみの存在が許され，いわゆる地域独占の方向を与えること；こ

なっている。

一方ここれらの企業の生産物は生活必需品としての性格が強く， したがって

需要の弾力性が小さいので，需要価格が平均費用を大幅に上回わる可能性が

大e-l、。そこで純粋に私的企業の立場に立って利潤の最大化を目指す行動が

許されるならば，その大規模生産の利益lニ加え，市場価格の面でも独占的な

操作によって莫大な利益をあげることができる。さらに公益事業の特質から

みて，莫大な外部経済の利益を必然的lこもたらすことが認められる。それは

公益企業の社会的利益というべ主ものであって，たとえば用水が供給される

ことになれば早娩その地域の地価の上昇が起ることによって示される。

このように公謎企業は公共の利益を尊重する見地から運営されるのが望ま

しいのであるが，このことは経済的な側面からλえれば一国の経済における資

源の長適配分に対する要求といえよう。したがって公益企業の価格政策の目

的も資源の最適配分というニとになるであろう。われわれは以下これを ー配

分目的」と呼ぶニとにするつ

さて公益企業の特殊性として上：ニ述べた費用の関係：こよりこの配分目的の

見地から決定された価格では，収入が支出におよばない可能性の大きいニと

が認められてし、るつと ニろで現実の公益企業の多くは制度的制約として独立

採算制が要求され，すくなくとも収入で費用を回収するニとが建前；こなって

いる。これをわれわれは ｜収入目的」と呼ぶことにする。そうすると公益企

業の価絡政策の中心問題は，公益合業の特質によって，「配分目的ーと「収入

目的」とが必ずしも一致しないことである。
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3. 伝統的な料金理論

従来の伝統的な公益企業論で（土料金理論としてサービス価値原理とサービ

ス費用原理とを取上げてきたが，この理論を前節でのべた「配分目的」と「収

入目的」：二よる価格政策の立場から考察したい。

ーサーヒス価値原理」とは公益利用者の各グループが享受する便益に比例

して公益料金を徴収すべきであるとし、う考え方である。こ こですぐ問題にな

るのは便益が平均値あるいは限界値のいずれによって解釈されるとしても，

そのような便益の大きさの不決定性にわれわれは直面せざるをえないという

ことである。つぎに 7サービス価値原理」は差別価格設定の原理に他ならな

いことが容易に推察される。 つまり「サービス価値原理」は，上にのベた公

益企業と L、う限界費用逓減産業において均一価格を設けたのでは全費用をカ

ノぐーできない場合に，必要な収入を確保 L，費用条件のために実現しえなか

った潜在生産量を引出す目的，L、L、かえると収入目的のための原理である。

水道料金の分野ではサービス価値原理は応能主義あるいは価値主義と呼ばれ

ているものであって，社会政策料金として解釈されてL、る。しかし後述する

ように社会政策的な配分目的をそこに指導的なものとして認めることはで主

ないのである。

一方， 「サービス費用原理」とは，公益利用者の各グノレーフ”に公益サービ

スを提供するために必要な諸費用に比例して料金を支払わせるべきであると

説く考え方である。 このように述べられるサーヒス費用の概念は，経済学的

；こ考えられる同質のサービス供給量の関数としての総費用；＇. cl,、し隈界費用 と

：ま容易に結びつかないという点で，費用の配分につぎ理論的根拠がなし、こと

が問題になる。 L;う冶しこの考え方も費用の回収を可能ならしめるための収入

目的の原理である こと には間違いはなL、。水道料金（こ必いてはサービス費用

原理は応益主義として理解されてL、る。

以上の議論を結論ナると，いわゆるサービス価値原理もサービス費用原理

も結局は公益企業の収入を一定の水準に確保するための必要から生れた行動

原理を，そのまま社会的最適の見地に立つべき公益料金の形成原理ときめて

しまった便宜論にすぎなし、。その両者の相違は公益企業として最大利潤を目

標とするか，総費用：こ見合った収入を目標とすあかの収入限界についての相
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違にすぎないのである。

以上述べてきたように公益企業の経済的特質から，そこから生産される生

産物の価格，つまり料金収入目的を主たる基準として論ぜられてきた。しか

しこの基準：二基づいてきめられた公益企業の料金体系が，そこで生産される

財ないしサービスに対する個別的需要者の消費選択の自由を認め，それらの

需要者が料金の高さだけを唯一の選択の指標として需要量を決める場合，そ

うした需要者の個別的選択の集計された結果として生ずる社会的総需要供給

の面で、あらわれる配分のあり方が，果して社会的総資源の最適利用という見

地からどのような結果を導くことになるのかということが問題になるであろ

う。つまり料金の配分目的が満たされるのか，とし、う問題が次に間われなけ

ればならないのである。

4. 公営企業価格政策の問題点

通常社会的最適性を満たす料金決定の基準は，周知のように公営企業の料

金を限界費用に等しくさせることである。というのは与えられた資源，技術

および晴好の諸条件の下で，もはや他の個人の満足を減ずることなしにある

個人の満足会増大させることがでさない（パレート最適〕状態：こ経済を設計す

るための料金の原則，つまり公営企業の料金の配分目的を満たす条件は，料

金を限界費用に等しくすることが知られているからである。

しかしながら前述したような公営企業の費用条件の下では，限界費用にも

とづく料金は平均費用と限界費用との聞の大きなギャッフ。のために，ほとん

どすべての場合その企業：こ対して利潤どころかその独立採算性をも保証しえ

ず，配分目的と収入目的とが相反することになるのである。

さらにその料金を基準にして代替可能ないくつかの個別的サービスの生産

のために設備投資を行ない，生産水準会わりふった場合：こ，長期的にみて社

会的に最適な生産構造が導かれるとは限らないという難点がある。その原因

は投資が行なわれる時点を境にしてそれ以前とそれ以後とでは，設備投資に

よって生ずる社会的機会費用が不述続的に変わるの-c，いちど実物投資の形

で投資を行なったら最後，莫大な損失をこうむるこ となしにその投資額を回

収して3 再び以前の自由な投資決断のできる状態（こ戻すことがもはや不可能

になるということにある。つまり公営企業の料金政策は社会的にみた短期的
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最適性と長期的最適性の翠南！￥.と，前lこのベた 「収入目的」と 「配分目的」と

のギャ yプとを統合することに問題の焦点がおかれている ことが理解される

であろう。このような問題への接近を次に考えてみることにしたい。

5. スタイナーの接近

ニこで取上げた問題（土周知のように電力料金の分野でその解決が考察され

てまたが，水資源開発と原水価格政策について上：こ述べた立場から接近を試

みたのは，ハーバード大学行政学大学院（Graduate帥 aolof Public Administration) 

の水資源開発プロジェクトに関係していた Peter0. Steinerである。スタイナ

ーの論文l士電力料金について考察されたフランスの M.Boitewxによって代表

されるフランス学派，Hoathakkerおよ び Hirshleifer等のアメリカの研究者と同

ーの結論に到達したのであるが，彼の接近は紹介されたことがないように思

われるのでその論文の骨子を要約してみたい。

スタイナーの接近（土キャパシティ ・コストとし、う新らしい局面を開妬した

ところにその特色があるといえるであろう。元来キャパシティ ・コストは会

計学の領域で発展した考え方であって，固定費に関する新らしい接近の仕方

を示している。例えばアメリカ会計士協会調査報告第39号（1963）は「キャパ

シティ ・コストの会計4 について取扱っており，そこでは 「キャパシティ ・

コストとは継続企業が製造 ・販売活動を確保するための能力の保有に必要な

継続的費用と定義しそれは個々の原価群の発生源泉を表示するために選ば

れたものであると説明している。キャパシティ ・コストは長期計画の管理の

対象をなすものであって，具体的手段としては資本支出予算で取扱われるも

のである。これを経済学の立場からみると，キャパシティ ・コストの問題は

「正しい物理的生産能力，およびその有効な利用iこ導く適切な価格政策を求

め3 その結果利用する資源の社会的総費用を償却することである」と説明さ

れてし、る。

さて原水何格政策が問題になるのは前にのベた限界費用と平均費用とのギ

ャップの他に， ピーク ・ロード（尖頭負荷 Peak load）の問題が介在しており，

そのためにキャパシティ全体が十分に活用されない場合が生ずるからであっ

て，後者を除いて原水価格問題を考える こと はできないであろう。またピー

ク・ロードが生ずるのは原水宏技術的に大量に貯蔵できないことに起因して
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いることはいうまでもなL、。そこでスタイナーはまず説明の便宜から簡単な

問題について考察することにした。つまり長さを等しくする 2期閣の場合で

ある。そして費用を変動費と固定量とに分け，変動費は生産高の一次関数と

して比例費で取扱い期間当り単位数量当り bであらわし， bは定数としてい

る。固定費はキャパシティ ・コストになるのであるが，キャパシティの単位

の一次関数であらわされるとし， 1単位のキャパシティの費用を βとして，

βは必要とするキャパシティの数からは独立であると仮定する。そうすると

長期計画の立場からみると l単位の生産量の限界費用はキャパシティ：こ余裕

のあるときには bであり，現在のキャパシティでは不足であって新らしいキ

ャパシティの増加を必要とする場合には b＋βとなる。

この場合の長期計画では限界費用をもって最適結果をもたらすことを考え

ているのであるが，そこで取上げられている社会的目標ば，満足が原価を越

える部分（消費者余剰〕を最大1こする私的目標とは異なり，生産：こ用いられた

資源の費用より消費者の満足の方を大きくし， しかもそれ（消費者余剰＋生産

者余剰） を最大にすることにおかれていることご注意すべきである。つまり

ここでの問題は各期において，社会的最適性の実現をもたらす生産物の量を

消費者が購入するような価格の集合を決める方法になってし、る。

ただし各期の需要曲線は既知であり，それは生産物の量：こ関する減少関数

になっているとし，各期の需要曲線は異なっている上に相Eに独立しており，

前の期間の需要曲線ば後のそれの必ず上にあるものと仮定している。しかし

スタイナーの接近では需要曲線が連続で減少する性質以外に仮定は必要では

ないのであるが，ここでは説明の便宜上制限を設けているのである。

6. スタイナーの解析解

前節でのベた考え方に立って数学的定式化をスタイナーは行ない，解析解

を導いているのであるが，詳細は彼の論文をみて頂くことにしてここではそ

の結果について要点を説明することにしたい。

さて原水の需要量が各期の生産量に賦課される価格の関数になっていない

のであれば問題は極めて簡単であり問題とするに足りなし、。しかしそうでは

なくて，需要量が価格の関数になっているとすると，各期の用水量に賦課す

る価格をどのようにすればよいのであろうか。第 1図l立前に述べたように 2
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とすればよい。このような価格政策をとるならば総費用は回収され，販売量

によってその生産に要した総限界費用を支払う ことになって過不足がなくな

り，問題が生じなくなるからである。

第 1図の D1：および D2曲線は第 l期および第 2期の生産物：こ対する需要を

示している。たナごし原点は変動費 bにとっている。したがってこれらの需要

曲線はキャパシティ（こ対する有効需要を示すことになる。つまりスタイナー

の接近は前にも述べたように初めからキャパシティの大きさの決定を考えて

いるのである。曲線 De（主 D1とD2との正値の部分を垂直に合計したもので，

そのキャパシティ（二対する有効需要の合計を意味している。

第 l図で示され，ここで取扱っている問題はピーク・ロートの問題である。

まずピークが固定している場合を考えてみよう。適切とλなされる総キャパ

シティを Xとすると，キャパシティに対する需要価格はそれをうるための限

界費用：こ等しくなるのであるが，キ ャパシティ（こ対する限界需要は第 1期の

需要者のみに生．ずるので，その期間の適切な価格は P1=b＋β となる。この
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キャパシティばかりに第 2期に需要が全然なくても正当化される。そこで第

2期の需要者は変動費を回収する範囲内で購入すればよいわけである。その

ときの適切な生産量はX2で， P2ニbである。この場合の限界費用価格は，

P1ニb＋β （限界キャパシティの費用を含む限界費用）

P2二 b（限界変動費）

となり，これて、十分満足できることになる。これらの価格は費用と収益との

聞に過不足を生ぜしめないのであるが，その差は費用構成の差異にのみ基準

をおいているので差別価格と はL札、がたい。

この費用に基づく価格を第 1図の右側のピークが変動する場合に適用して

みると， x：と幻となり L火 、結果を導かなL 、。こ こ で注意すべきことは x：が x~

より小さいことである。しかもピークの需要を生じた部分に対してはピーク

料金が課せ られないのである。したがって x：単位のキャパシティ費用は回

収されるが，実際には x~ 単位のキャパシティが必要なのである。

だからといって平均費用を戸と したとき，ド＝b十 β／2 （第 1図では bを原

点にとっているので ドはβ／2に等 Lくなっている）も満足しない。というのは

ex~. x：） の用水量では， x~ 単位のキャパシティをもうけておいて， ex~ ＋ x;)/2 

単位分だけの料金を賦課することになるからである。しかもキャパシティの

限界単位はそのキャパシティに対する需要によって正当化されないばかり

か，所与のキャパシティとして x~ が与え られたとしても ， 第 2 期において

十分利用されていなL、。したがって平均費用はこの問題を満足しないことに

注意すべきである。

正 L い解を求めるためには De 曲線を考えてみなけれぽなら な~ '0キャパシ

ティ全体の規模をXoに等しくすると，両方の需要を一緒に考えたとき正当化

される ことが理解される。 この規模まで各期の用水量を増加すると，各期に

おいて変動費 bを超えることになる。最適生産量は Xo二＝X1二 X2となって，料

金は P1および P2となり，図の如く示される。

この考え方を次に一般化してみる。つまり 1単位のキャパシティの増設は，

( 1 ) 各期の個別的な需要だけを取り上げても正当化される。

( 2) 2期あるL、はそれ以上の長期にわたる需要を考えても正当化され

る。

というこの 2つの条件が成立するときに限る。したがって一度適切なキャ パ
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第 2 図

P, 

P,=b 

X2 

シティが決定すると，各期の

生産量はそのキャパシティま

で拡張されるのであるが，た

だし生産量を1単位追加する

ときそれ；二よってそのときま

での変動費を回収で さるのか

どうかということが決定の条

件となるc かく して各期の最

適生産量と需要性li線と川与え

られると，最適料金三と決める

x のは極めて容易である。

ところご 2期間にわたりピ

ークが変動するとまのエセンンャルな解の特徴は，最適生産量が等しいのに

価格が等しくなL、ところにある。

この解を 2期間以上の場合｛こ容易に拡張するこ とがで2る。その場合ある

期間ピークが変動し，その他の期間：こはピークが同定し CL、るとい う関係が

生じ，両者がミクスすることがある。第 2図はこの種の場合の l例を 3期間

の場合について示したものである。 n期間の場合について（二スタイナ が数

学附録の中で示している。しかしその解の本質は 2期閣の場合と同じである、

つまりキャパシテ ィ費用はピークのと きの需要をキャパンティ：ニ関連させる

期聞が負担し，その需要の総体がキャ パシティの限界単位を正当化すること

になっているというわけである。 しかしこれらの期間ごと のキャパシティ費

用は等しくなく，キャパシティに対する有効需要の強さに比例している。基

本的にはこの料金は需要；こ応じて配分されるのであって，差別的な性質をも

っている。その期間の聞でl立需要は異なっても生産量は等しい。その他の期

間では料金が限界変動費 b：二等し くな るまで生産量を増加することになって

L、る。

次に需要曲線について一言ふれておく必要がある。ニこで（土需要問題を料

金の変更に対応する短期的な需要曲線の一連の変化として人ており？それは

第 3図に示されているように短期的な需要曲線群の適当な点会つらねた長期

曲線よりできている。
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7. スタイナーの結論

スタイナーの解（二前二述べ

た「収入目的」と「配分目的ー

とのギャップ会埋めるの：こは

役に立つが，そこでお二る問

題は彼自らが認めてL、るよう

x, ：二事前に決定される料金であ

るから，消費者がそれに対して選択を行なうとなると異なったビ－ 'J乞結果

として生ずるおそれがある。

また彼の方式（士事前：ニ料金会推定するというよりは事後的l二ピ－ 'J ・ロー

ドを決定するようになっている。このような方式の実行可能性を別；こずると，

そこにはいくつかの利点があるので次に示そう。

( l ) この方式で（と料金決定担当者は費用にだけに注意を払L、，消費量三

けを記録しておけばよい。

( 2) この方式で（主（費用一定という仮定の下で〉利用された資源の総費用を

常：二回収することができる。というのはピーク料金はそれを支払った単位

についてキャパシティ費用を必ず回収するからであって，それはすごこ定

義したように最大需要期間のいくつかがこの料金を支払ってくれるからで

ある。

( 3) 最大需要期聞が 1より大であっても，任意の会計期間：二つい仁 2 

種類以上の料金会設定する必要がない。

主てこの方式により最適生産量と最適キャパシティが実現できるであらう

か。 この方式が成功するのは消費者が集団的福祉の最大を選択する場合；こ限

られる。しかし協力的な人達の集団はこの方式にしたがって最適結果を実現

できる。

しかしながら対立する二人の消費者だけがそこでの原水の需要者であると

すると， 2つの理由から最適性を実現することはできなし、。その lつばその

うちの l人の消費者のキャパシティに対する限界費用と社会的限界費用とが

異なることと， 協同することがないために個別的なキャパシティの限界単位

の正当化される ことがないことによる。
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このような関係は非協力の非零和ゲームになるのであるが3 前から述べて

きた最適キャパシティはこのゲームの利得（pay－。めが対をなす個々の戦略の

示す厚生（welfare）の限界変化を意味する関係から，利得を最大にする戦略の

結合に相当する。したがってこの最適解はこのゲームの均衡解よりはるかに

大きいのは当然である。また均衡解より大きな利得を求めることが協力なし

にできる場合がある。また片方が最適解よりも大きな利得を均衡解に近い点

でうることが可能なときには，他方をおどしてその点にみちび くことがある。

このようなゲーム論による考察は，原価主義による料金制度が最適な結果

に導くために役立つものであるが，競争的な対立が資源配分に不利な結果を

もたらすものであることを教えてくれる。しかし協力して社会的な利得の最

大を求めるようなことは実際にはありえなし、かもしれないが3 監督官庁の指

導の如何によってはできないことではない。

その場合に問題となる事柄は料金について複合的なあるいは差別的な料金

を設定し，その料金改訂に不確実’性に基づく消費者の負担によってどの程度

実行可能性を事前料金制度の下で与えることができるかということである。

その場合競争的な用途のあることは問題をさ らに複雑にするであろう。以上

がスタイナーの論文の結論である。

結局スクイナーの接近は「配分目的」と「収入目的」と L、う公営企業の経

営目的が必然的にもっている 2つのギャップの橋渡しには成功しているとい

えるのであるが短期的最適性と長期的最適性についてはその原則を示すのに

止ま っているのでもう少し考察する。

8. 短期対長期限界費用

スタイナーは短期限界費用と長期限界費用との関係については，すでに19

頁でふれているが，この関係を限界費用の立場からみるとつぎのように説明

できる。

( l ) その価格で需要にみあう量の生産物を短期限界費用で売ること。

(2) その産出量で短期限界費用が長期限界費用よりも大であれば，キャ

パシティを増加し，その逆であれば容量を縮少すること。

これが短期限界費用と長期限界費用との理想的なノレーノレであって，その結

果長期の均衡では価格は短期および長期の限界費用に等しくなる。
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しかしながら， Boiteuxおよ

び Dessus5lおよびその他のフラ p 

ンスの経済学者は， このノレーノレ

を現実に適用すべきときには公

営企業の価格政策が頻繁に改訂

できないこと，およびその価格

が上下することは望ましくない

としづ理由から，次のような方

法をすすめている九

第 4図のような簡単な場合を

例にとる。それは長期費用が逓

増する産業で，その短期の限界

費用が容量限界一杯まで一定の
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短期限界費用（新）

長期限界費用

D, 

第 5 図

11 X -i-b ¥X，↑） 

x 

場合である。さて需要曲線が上方にシフトすることがわかっているとし，ま

たそのシフト以前では価格が短期限界費用と長期限界費用の両者に等しいと

しよう。キャパシティは需要曲線のシフトに応じて増大するが，短期限界費

用と長期限界費用との均等が再びもたらされるのは，需要曲線03が実現し，

その時に新らしいキャパシティが完成するまではないとしよう。そうすると

各瞬間lこ短期限界費用に等しい価格を定めることは得策ではなし、。というの
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（よ，そうすることによって価格は OJ，叫 03 という系列になるが，それより

はむしろ徐々に増加する価格系列で， 01, 02*, 03（この系列（主キャパシティが需

要；こ対し何時も完全に適応する場合；こは」EしL、）と大体同じ具合に課した方がよ

いと L、ぅ、つである。それによって限界費用価格体系が相当期間使用しやすく

なるからである。

とニろで価格は需要の関数であり，変動費もキャパシティ費用も需要と同

様，用水量 Xとの関数であるから，本節の最初で述べfニ短期限界費用と長期

限界費用と価格との関係は第 l図と第 5図に示した関係より，最適キャパシ

ティ（土次の（ 1)(2）のいずれかの場合の Xである。

D1 (X) + D2 (X）亘2b(X)＋β（X)D1 (X) =b(X) ＋β（X） ー………ー （l ) 

D1 (X) +D2(X) =2b(X) ＋β（X) D1 (X）孟b(X)＋β（X）ー（ 2) 

4こで Dに需要関数である。成程スクイナーは需要関数が既知の場合， 2期

以上の最適キャパシティの解の解析解を求めるこ とに成功したが3 彼自らが

認めているように競争的な用途の場合，および不確実性のある場合について

は後日；ニ問題を残している。そこで次にスタイナー（およびフラソス学派〉の残

した問題：二ついて接近を試みることにしよう。

9. ダイナミックな接近

前節ーご述べたようにスタイナーの接近は用途が 1つの場合：ニ限られる。そ

こで問題の本質全簡単に説明するために用途が 2つの場合，たとえば生活用

水と工業用水の場合について説明したい。

まず T期間：ニ水資源開発を行ない 増加した用水を生活用水と工業用水と

に配分し，期末の工業用水量を最大にする問題を考えてみる。

主て f期：二おける工業用水量は次の2変数によって説明することができるo

X1 ( t) = t期における工業用水の供給量

沿い 、＝水資源開発による 1期におけるキャパシティの規模

を定義するつキャパシティの単位［土単位期間中に 1単位の工業用水を生産す

るの．二要ずる用水をとる。

つぎ，ニ，

Z1 I↑l=t期における工業用水生産の速度

Z2：’ I ，； ＝↑期における水資源開発の速度



を定義すると，次の連立微分方棺式をうる。

d×l I di= z l ( t ) -0Z2 ( t ) , 

d×2 'd↑＝ Z2( t ), 

制約条件として，

Z1 （↑） , Z2 （↑）三o
X1 (I）三o
Z1 （↑ l 三X2( t ) 

X1 ( 0) =C1, 

X2 ( 0) =C2, 
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を設ける。 a（土開発された用水量の中で生活用水として配分される水量の割

合を不 してL、る。そうすると上記の問題は X1( t）が最大債をとるように上記

の制約条件の下で Z1(I), Z2 (I）の大きさを決定する問題になる。

つまり工業用水の増加は，水資源開発の程度；こよって決まるのであるが，

それは生活用水を差51l、た残りである。ここで期間 Tは水資源開発のための

資金の調達，工事上の要請，用水需要地の用水に対する需要の伸び等によっ

て決まる時間の長さであるが，この種の目的関数は X1(I）の最大だけに限ら

れるものでなく，現実に適合したものを選択すればよい。ここでは仮りに

X1 ( I ）の最大が要求されたとすると，工業用水の供給は生活用水の抵抗を受

けるので，常識的な問題のように思われても左程容易な問題ではないであろ

う。この種の問題はダイナミック ・プログラミングの隣路過程として知られ

ているものであって（ l ) ' ( 2)' ( 3），解析解を求めることが可能であり，

多次元の場合についてもすでに開発されている手法であるの，8）。

この手法によってえられる結果について興味深いことは，C1, C2の初期

値，係数 。の値および fの長さの如何によって，生活用水が過剰になる場合，

T期間で工ー業用水および生活用水の両方の需要を満たしうる場合，および満

たしえたい場合が生ずることである。そのためには工業用水および生活用水

についての情報を別：二必要とすることはいうまでもないであろう 。

とニうだ T期間てP工業用水および生活用水の需要を満たしえないときに

は，計画期聞を延長するより他に途はなし、。 しかし T期閣の終りでちょうど

この 2つの用途を上手く満たすことがでまる場合を除き，例えば途中で生活

用水が過剰になゐような場合（土期間 Tを短かくする以外に， j京水価格政策の

立場かみ係数を問題；こしなければなら今い場合が生じうる。つまり既開発水

資源の用途別配分割合についての検討を必要とする場合がある。
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さらに工業用水の需要量の推定が必ずしも容易でないために，ここ ’Cの計

画法からえられた用水量よ り事前料金をスタイナーの方法を用いて算定した

ときに独立採算制が必ず保証されうるか， とし、う不確実性を考慮、に入れた問

題が生じうることはすでに述べたところである。 料金改訂上の困難も不確実

性の中に入りう るとすると，そうしたもろもろの問題を織 り込んで水資源開

発と価格政策を考えることが現実には要求されてL、るわけである。しかしこ

の種の問題は公営企業の問題というよりは，企業会計とオペレーションズ・

リサーチの問題であって，本題をこの観点から考察することは他日を期した

い。またここでの数学模型ではいずれも連続の場合を取扱ったが，それが

Boi↑eux5l の主張するように非現実とも，思われないし，連続的な過程から不連

続な過程への変換は左程困難なこ とではないので，ここでは意識的に省略し

たことをお断 りしておきたい。

10. むすび

水資源開発と原水価格政策についての接近は経済学の立場から収入目的と

配分目的との関係が公益企業の一般論の応用として示され，その上で短期限

界費用と長期限界費用と価格との関係、が定常過程についてスタイナーによっ

て示されている。この接近は電力料金に関する研究の示唆を受けるところが

多いのであるが，電力も原水もフローという 点では類似していても後者は天

然資源そのものであるからわが国ではより コントローノレしにくい面がある。

その意味で制御過程からの接近がその他の制御不可能な要因の集会との関連

を考えながら，今後より必要になると思われるのである。つまりスタイナー

およびボワ卜ーによって代表される決定的な一次元の多段配分過程を考察す

ることがこの分野のこれからの目標になると思われる。
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