
 

Instructions for use

Title ゲーム理論による地球環境問題の分析 : 地球温暖化問題を中心に

Author(s) 修, 震杰

Citation 北海道大学農学部邦文紀要, 19(6), 473-527

Issue Date 1996-03-06

Doc URL http://hdl.handle.net/2115/12169

Type bulletin (article)

File Information 19(6)_p473-527.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/about.en.jsp


北大農邦文紀要 19(6): 473~527， 1996 

ゲーム理論による地球環境問題の分析*

一地球温暖化問題を中心に一

修 震茶

(北海道大学農学部比較農政学講座〕

〔平成7年 11月 15日受理〕

Analysis of Global Environmental 

Problems Using Game Theory 

一一一Emphasison G!oba! Warming一一一

Xiu Zhen-Jie 

CComparative Agricultural Policy， Department of Agriculture Economics， 

Faculty of Agriculture， Hokkaido Vniversity， Sapporo 060， Japan) 

目 次

摘 要

第 1章序 論・・.......口...・H ・....…...・ H ・.....…・・… 475

1.地球環境問題の限定と特徴

2.汚染の現状

3.問題意識および分析方法

4. 既存の研究

5.論文の構成

第 2章 公共財と環境問題における外部性…・・一..483 

1.地球温暖化と経済活動

2.環境財の外部性と市場失敗の概念

3 市場失敗と政府の介入

4. Lindahl均衡と経済的方法

5.環境政策

第3章 地球環境問題…………・・ H ・H ・.....…....・ H ・495

1.地球環境問題の解決困難

2.一国の最適環境基準と世界規模の最適環境基準

の矛盾

3. 国際協調の難点

第 4章 地球環境問題と国際合意の必要性・……・・… 504

1.分析の基本モデノレ

2.協力戦略と非協力線形戦略

3. 非線形戦略と均衡

4.小括

第 5章結論……….....・ H ・..…・…......・ H ・.....516 

吋七海道大学博士論文(1995)の一部。

473 

1.国際貿易と環境政策の関係

2.国際間資本流動が国の潔境基準の設定に与える

影響

3. 他の国の環境基準の影響

4 地球環境問題に関する国際合意の可能性

5. 残された課題

参考文献・…….....・H ・-…・…・・…・・………・…・…… 523 

謝 辞…・・……・リ H ・H ・-………・・・…・・…・....…..526 

Summary"……・・・・・・・…・・一・…・・・・・・…・・・・・…・・ ・・・・・ 526 

摘要

環境は，無限の容量を持つ有害物の捨て場ではな

い。人類は大気中に含まれる二酸化炭素のおよそ

1%に当たる量を毎年大気中に排出しているが，環

境はその半分しか処理できないため，二酸化炭素濃

度は毎年 0.5%ずつ高まっている。仮にこれまでの

ような経済成長がなくても，人類の経済活動の影響

はこれからも累積していく。環境に対するなんらか

の対策がなければ，地球環境の劣悪化は破壊的にな

るであろう。

地球環境問題は，その物理的な発生原理につい

て，一国の園内の環境問題と変わるところはない。

地球環境問題は，単に規模においてこれまでの環境

問題と異なるだけではない。地球環境問題の特徴的

な性格は，関係国間の合意形成が困難なことであ

る。主権国家は自国の国民の利益を追求することが
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基本である。このため，多くの国々は，他国に原因

がある公害によって自国領内に生じる不利益には敏

感であっても，自国の利益の追求に伴って他国に不

利益をもたらすことには鈍感である。世界は，基本

的にこうした性格を持つ国家によって分割，統治さ

れている。地球環境問題の解決が困難な理由は，国

益を追求する目的と地球環境を守る目的が，両立し

がたいことにある。

地球環境問題を解決するために，各国の自主的解

決策をゲームの均衡解で求めることができないなら

ば，すなわち，各国が自主的解決策をとることがで

きないならば，地球環境問題を解決するためには国

際協力が必要である。ここには，いくつかの問題点

がある。協力することがすべての国にとって有利で

ないならば，または，ある国の協力がその闘の損失

をもたらすのであれば，協力の合意(条約〉は達成

できなし、。さらに，すべての国にとって有利であっ

ても，どんな協力の方法をとるか，また，協力に

よって得られた利益をどう分配するか， とL、う問題

も解決しなければならない。これらの問題を解決す

るのは容易ではない。しかし， もしも， 自主的解決

策をとることがゲームのパーフェクト均衡〔信頼で

きる均衡〉であれば，問題解決は困難でない。もし，

このような均衡がゲームの中の唯一の均衡解であれ

ば，この均衡の結果(自主解決策をとること〉は「当

然の結果」として受け入れられる。もし均衡解が唯

一の解でなければ，関係国の対話のみによって解決

できる。つまり，多数の均衡解の中で，環境問題が

解決されるという結果と同じ均衡を選択することが

できる。この場合は，フリーライダーの問題も避け

られる。あるいは一部の国の事前の宣言によって，

合意がなくても，あたかも協力するような結果が得

られる。この場合を自主的協力と呼ぶ。

この考えは一見不可能に見えるが，古くからある

因人のジレンマというゲームを想起するとよ L、。共

同犯罪の二人の犯人が検事に容疑者として捕まえら

れ，別々に事情徴収される時，検事が自供を誘うた

め「あめJ(有利な条件〉を与えても，必ずしも犯人

は検事の意思に沿って自供するわけではない。勿

論，自供するケースもあるし，自供しないケースも

ある。自供するのを非協力行動(犯人の間で非協

力)，自供しないのを自主的協力行動と考えて，こ

のゲームのプレーを見てみる。二人の犯人の間での

行動は，非協力ゲーム(事前的約束がなし、〉の場合

でも，自主的協力の行動をとるケースも起こり得

る。なぜならば，犯人は将来のことを考えて，もし

自分が自供すれば，互いの信頼関係が崩れ，将来は

相手も協力してくれないという心配があるために協

力的行動をとることがあるためである。この事例で

地球環境問題を考えてみると，もし，各国の将来を

考えて，互いに自主的協力姿勢をとることは自国に

とってベストではないかと Lづ考えがある。短期的

(静学的〉ゲームの中の非均衡の結果が，長期的〔動

学的〉ゲームの中の均衡になることはあり得ること

である。地球環境問題を解決するために国際合意が

必要であるという考え方が支配的な中で，異議を唱

える議論の根拠はここに由来している。

国際間の合意をなぜ必要とするかという分析は，

これまでの静学的(短期的〕なゲーム(繰り返しの

ないゲーム〕で研究されてきたが，動学的(長期的)

なゲームでこの国際合意の必要性を分析する研究は

少なし、。人類が将来の世代を完全に無視して，現在

の短期的な利益を追求するだけならば，静学的な

ゲームによって国際合意の必要性を分析することで

十分であるが，これは非現実的である。もし，人類

が将来の世代を完全に無視すれば，地球温暖化のよ

うな地球環境問題は提起されない。国際合意の必要

性を論証するには，もっと説明力のある動学的モデ

ノレが必要となる。

本論文では，地球環境問題に関する国際合意〔条

約〕がない限り，各国の政府が自国の長期の利益を

追求しでも〔動学的なゲーム)，自主的協力の均衡解

が得られず，その結果，地球環境問題の解決はでき

ないと論じる。本論文は複雑な現実からシンフ。ルな

分析モデルに抽象化する。このシンフ勺レなモデルで、

は現実の世界より自主的協力の結果が得られやす

い。もし，自主的協力の結果がこの抽象化されたモ

デ、ルの中から得られないならば，現実世界の中で

は，自主的協力の結果は一層得られないことにな

る。これによって，地球環境問題を解決するため

に，国際条約が不可欠であると論ずる。

本論文はゲーム理論で地球環境問題を分析する。

本論文は5つの章によって構成されている。第 l章

は地球環境問題の定義及び本論文で扱っている地球

環境問題の限定(大前提)を明示する。さらに，本

論の目的，研究方法が第 1章に含まれる。第 2章は

一国の場合は政府がどうやって環境問題を解決する

かを分析する。各国の政府が自国の行動基準を設定
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することができるから，各国の政府は自国の代表と

して国際ゲームの中でプレーができる。第 3章は世

界が多数の国によって構成されている現状で，なぜ

地球環境問題が生じるかを分析する。静学的なゲー

ムでは世界にとっての望ましい環境基準を維持す;る

には活動を規制することが必要であり，それは国際

条約に依存しなければならないことを示す。しか

し，地球環境問題を解決するための国際条約(合意)

の形成は非常に困難で、あることを併せて論証する。

第4章は本論文のメインである。長期の動学ゲーム

のなかで，自主的協力をとることはパーフヱクト均

衡でないことを示す。つまり，地球環境問題を解決

するために国際条約が不可欠であることと論じる。

第5章は本論文のまとめである。

われわれのモデノレで、は，パレート非効率の問題は

自主的な行動によっても解消できないし，国家聞の

対話のみによっても国際環境問題は解決できない。

国際条約は地球環境問題の解決にとって不可欠な条

件である。もちろん，本論文は国家間の対話の役割

に対して否定的な立場をとるものではない。国家聞

の対話は国家聞の信頼を増やし，これに基づいた国

際閣の協定を締結させる役割がある。しかし，協定

につながらない対話は国際環境問題を解決できな

L 、。

本論文は自主規制(フリーライダーの解消〉の可

能性に関する研究である。つまり，国際環境問題を

解消するために国際条約が不可欠であることを論証

する。国際条約をどのようにして締結するかは，本

論文のテーマではない。国際環境問題の解決に向け

て国際条約を締結することはそれほど簡単な問題で

はない。しかし，この厄介な問題は避けることがで

きないものである。難しいから避けると Lづ考え方

は基本的に間違っており，これが本論文の分析結果

のインプリケーションでもある。

第 1章 序 論

1. 地球環境問題の限定と特徴

環境は，人間活動にとって， 2つの大きな役割を

果たしている。その 1つは人間活動に対する資源を

供給することである。第 2の役割は，人間活動から

生じるさまざまな不要物を受け入れ，分解し，還元

するという，いわばゴミ処理場としての役割であ

る。人間の経済活動が低いレベルの時，この 2つの

役割は特に認識されておらず，空気，水などは自由

財として扱われていた。特に，第 2の役割は人聞の

経済活動が低いレベルの時，あまり意識されてこな

かった。まるで無限な能力があるようにとらえられ

ていた。しかし，人間の経済活動が拡大するに伴っ

て，不要物は環境が吸収できる能力を越えて排出さ

れてきた。環境がこれまで、担ってきた機能を破壊し

てしまうような環境問題が発生してきたのである。

これに伴い，環境が生む便益は減少し，不利益が増

大してきた。

これまでの研究では，地球環境については以下の

問題を論じている 61).7九第 1は，アロンガスによ

るオゾン層の破壊や，化石燃料の使用によって生ず

る地球温暖化のように，その影響が地球上すべての

人間に及ぶ地球環境問題である。熱帯雨林の乱開発

によって地球上の炭酸ガス吸収能力が低下し，それ

によって地球の温暖化が進むといった環境への影響

もこのタイプの地球環境問題であるo

第 2は，ある活動による環境への影響が地球上の

すべての人間に及ぶほどではないが，国境を越えて

異なる国の人々に影響を及ぼすタイプの問題であ

る。例えば， ヨーロッパにおいて，特に問題になっ

ている酸性雨による森林破壊はこのタイプの地球環

境問題である。このケースは，ある国の経済活動に

よって生じた硫黄酸化物が，国境を越えて他の固に

酸性雨を降らせ，その国の森林を破壊することのよ

うに，環境を破壊する国民とその破壊から影響を被

る国民とが異なる場合である。このように，環境破

壊の加害者と被害者の国民が異なる場合には，環境

破壊の被害が園内にとどまる場合とは異なる特殊な

問題が生ずる。この意味で， このタイプの環境破壊

も地球環境問題である。

第 3のタイプは，貿易や直接投資に伴って他の国

の国民が環境破壊による影響を被るケースである。

例えば，先進国では既に使用禁止になっているよう

な化学物質を，製品の中間材料として使用し，その

製品を輸出することによって禁止物質を輸出してい

るのが，このケースである。ある国の直接投資に

よって投資の受け入れ国で公害が発生するケースも

このタイプに含まれる。

以上 3つの地球環境問題のタイプは互いに異なっ

ている。第 3のタイプの地球環境問題は公害の原因

となる物質を輸入する国が輸入製品を規制したり，

直接投資による経済活動を規制することによって対

処可能である。すなわち，公害の輸入国は公害の輸
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入を規制する手段を独自にとりうるもので，環境破

壊に関して公害を輸出する国と交渉したりする必要

は本来存在しない。第 2のタイプの地球環境問題は

被害国だけでは解決できなし、。しかし，公害を発生

させる国によって生み出された公害はこの国の周辺

隣国にとどまっている。物理的には，この固から遠

ければ遠いほど受ける被害は少なくなる。更に，こ

の被害の原因物質として硫黄酸化物を例にとると，

これは競合的な性質を持っている。つまり，総量が

一定であるので，ある特定の地域でたくさんの酸性

雨が降るならば，他の地域で降る可能性が少なくな

る。このケースは公害が完全な「公共財」の性質を

持っていないことを示している。第 lのケースは他

の2つのケースと異なる。このケースの被害は全地

球的規模であり，異なる地域からの有害物質は地球

環境に対して同じ悪影響を与える。さらに， この問

題は， r純公共財J(pure public goods)の性質を

持っている。この問題の解決は全世界の国々で，対

話し，協力し合うことによらなければ解決にはなら

ず，一国の努力によって，問題の解決を図ることは

できないし，一部の国々によっても，問題の解決が

できない。明らかに，これら 3つのケースの性質は

全く異なっている。 1つのモデルで、これらの問題を

分析するのは不可能である。本論文で対象とするの

は第 1のケースに限定する。しばしば，地球環境問

題と国際環境問題とは混同されてきた。地球環境と

いう用語は， 1980年後半から登場するようになっ

た。そのきっかけはフロンガスによるオゾン層の破

壊であったといえる 79)。しかし，フロンガスに関し

ては，解決のための合意、が国際間である程度形成さ

れたこともあって，今や焦点は炭酸ガスによる地球

温暖化問題へと移ってきた。このフロンガスによる

オゾン層の破壊と炭酸ガスによる地球温暖化に共通

していることは，フロンガスと化石燃料の使用によ

る環境破壊の被害が，地球規模で生じている点であ

る。本論文が指摘している地球環境問題は，まさに

この意味においてである。

2. 汚染の現状

近年，地球温暖化，オゾン層の破壊などの地球環

境問題が大きな課題なってきた。工業化・都市化に

よって，化石燃料の消費量増加によって大気中にお

ける二酸化炭素を中心とする温室効果ガスの蓄積が

年々増加してきた。

地球の経済的及び環境的な健全さを示すエネル

ギーの消費動向を知ることが重要である。 1950年

から 1979年の聞に世界の化石燃料消費量は4倍に

なった。石油は最も使い道が多岐に渡り，輸送にも

便利な化石燃料であるため，世界の主要エネルギー

源として石炭にとって変わり，消費量が増加してき

た。この聞に世界経済は約4倍に成長したが，これ

は化石燃料の消費量の伸びに比例していた。農業生

産は石油消費量を 5倍に増やし，食料生産を 2倍以

上にした。全世界の自動車の生産台数は800万台か

ら3100万台へと増加した。また，発電量は8倍と

なった83)。

1979年から 1985年にかけて，世界のエネルギー

の伸び率は低下し，平均して年率l.5%となり，経

済成長率を下回った。このエネルギー消費の伸び率

の低下は石油価格の急騰により石油消費量が減った

ことによる。多くの国々はよりコストの安い， しか

も汚染物排出量の多い固体燃料〔石炭〉に転換した

ことで，石油の消費量減少は相殺されてきた問。

1986年からの傾向を見ると，世界の石油消費量

が再び増加しはじめ，石炭消費量も引き続き伸びて

きた。国際エネルギー機関 (IEA)は2000年までに

加盟国の石炭による火力発電容量が， 32%増大する

との予測をしている。 1980年代の初頭までに発電

や，自動車の排気ガスなどにより毎年50億トンの

炭素， 1億トンに近い硫黄と，これと相当する窒素

酸化物が大気中に排出されてきた6叫。炭素の排出量

はほぼ世界のエネルギー消費量と比例している。石

炭への移行は石油，天然ヵースよりも炭素の排出を加

速化することになる。 80年代から炭素の排出量が

再び上昇し，気象学的な根拠に基づいて炭素排出量

を減少させる必要性が指摘されているが，実際には

排出量が増えている。

地球の大気温度は，周期的な変動によって大きな

差があるが，これらの変動要因を除いて，全地球の

平均した地表温度の平均気温の長期変動は，過去

100 年間に 0.3~0.6 c上昇したというのが科学者の

ほぼ一致した見解となっている叫。海洋面の上昇，

降雨のパターンの大きな変化，砂漠化など温暖化に

よってさまざまな被害が発生してきた。このように

現在予測されているだけでも，温暖化による被害は

全地球に及び，単に現世代の人々が直接，間接にそ

の被害を受けるだけでなく，将来の世代も避けられ

ない。

地球温暖化は「温室効果カ、ス」が地表面からの赤
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外線の宇宙へ放射を阻害することによって起こって

いる。「温室効果カeス」の主なものは二酸化炭素，メ

タン，亜酸化窒素等である。このうち，最も大きな

役割を果たしているのは二酸化炭素である日)。

大気中の二酸化炭素濃度は，産業革命以前には

275~280 ppmの水準であったが，現在 355ppmを

越えている。 1880年から 1958年にかけての年間上

昇率は 0.3~0.5 ppmであったのに対して， 1958年

から 1988年にかけては，年間l.2ppmの割合で上

昇している。仮にこのような趨勢で上昇が続くと

すれば， 2050年頃には 560ppmとなり，産業革命

当時の 2倍の水準にまで上昇することになるであろ

う(9)。

温暖化によって，農業と海水面に対し最も重大な

影響が現れると予想される。気候に何らかの変化が

起これば当然代償を払わねばならない。 1987年版

の「地球白書J83)によれば，気温の上昇によって降

雨パターンが変わると，濯j既と排水のシステムの建

設費用は約 2000億ドルの投資が必要になる。また

表 1-1 

年度別

60年

64年

68年

72年

76年

初年

84年

88年

世界エネルギー使用量の推移

石油換算 単位万トン

エネノレギー量|年度別 エネノレギー量

287992 

339394 

409093 

503992 

561020 

587883 

609063 

700925 

66年

70年

74年

78年

82年

86年

90年

375054 

465527 

538716 

595591 

579732 

652530 

719981 

資料文献75)による。

表 1-2 エネノレギー・化石燃料と国内総生産の関係

日本 園内生産

エネノレギー

化石燃料

85年

1343251 

456862 

426278 

インドネシア 園内生産 87337 

45520 

44739 

韓国

中国

アメリカ

カナダ

イギリス

フランス

エネノレギー

化石燃料

国内生産

エネノレギー

化石燃料

圏内生産

エネノレギー

92925 

66774 

64268 

290360 

727818 

化石燃料 716337 

園内生産 4038700 

エネノレギー 2283453 

化石燃料

園内生産

エネノレギ一

化石燃料

国内生産

エネノレギー

化石燃料

園内生産

エネノレギー

化石燃料

2194821 

350048 

251703 

211912 

461421 

275113 

267676 

523094 

221885 

191091 

資料:文献7川

86年

1378175 

444915 

413500 

92489 

47294 

46403 

104447 

68853 

64882 

312717 

766788 

755033 

4151783 

2280237 

2186920 

361599 

249715 

206966 

479877 

281889 

274094 

536171 

212478 

178420 

87年

1434680 

445245 

412083 

102201 

45997 

45025 

116981 

74916 

69430 

344614 

800947 

788508 

4276337 

2366484 

2271577 

377148 

258245 

215299 

501952 

285301 

276320 

548503 

211978 

174020 

国内生産額の単位 100万米ドノレ 0985年〕
エネノレギ一 石 炭換算単位千トン

88年

1523630 

480086 

446196 

102712 

47824 

46773 

130434 

87353 

81989 

383556 

841375 

827787 

4447390 

2471986 

2373317 

394497 

274216 

229676 

523034 

285439 

275213 

572637 

207838 

168826 

89年

1595241 

49138 

456680 

110415 

56194 

55112 

138521 

93470 

87092 

397364 

902468 

888832 

4554127 

2500134 

2397834 

404359 

285490 

241026 

535064 

288699 

277527 

596688 

219154 

180748 

90年

1671813 

512110 

475278 

118586 

57639 

56514 

151265 

105850 

98572 

416437 

922183 

908430 

4604223 

2481686 

2372678 

406381 

271909 

226537 

540414 

286525 

276114 

609815 

222741 

182698 
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気温の上昇によって，海水面の上昇が予想される。

海水は温度が上昇するにつれて体積が膨張し，温暖

化による氷山の融解によって. 2100年までに海水

面が1.4から 2.2メートル上昇すると予想されてい

る。最大の被害を受けるのは低地の沿岸と河川のデ

ルタ地帯である。

地球の温暖化によって，生物の種の多様性にも影

響が出てくる。気候変化が突然やってくるため，多

くの生物は温度上昇，あるいは気候のパターンの変

化に適応できないであろう。気候変化が具体的にど

のような影響を及ぼすかについて，正確に予想する

のはむずかしし、。しかし，人類と他の生物は気候条

件の変動が小さな中で進化してきたので，この条件

が大きく変わることはきわめて困難な状況をもたら

す。

人為的な要因に基づく二酸化炭素の排出のうち，

最も大きなものはいうまでもなくエネルギ一関係で

ある。人々の生活レベルが向上するに伴い，必要エ

ネルギー量の増大から化石燃料の使用が増え，二酸

化炭素の発生も上昇してきたが，特に 1960年代以

降における二酸化炭素濃度の急上昇が注目される。

国別の 1人当たり二酸化炭素年開発生量でみると，

各国とも経済発展とともに 1人当たり二酸化炭素発

生量が増加している。世界エネルギー使用料の推移

を示すデータは表 1-1である(註1)。国内総生産と

エネノレギー使用量・化石燃料使用量との相関関係は

表 1-2に示す(註 2)。

3. 問題意識及び分析方法

環境問題が地球的規模で生ずるということは国家

単位で物事を決める国家主権との関わりで重大な問

題をもたらす。すなわち，地球規模で環境破壊が生

ずる場合には，その対策に関して必然、的に国家閣の

対話，交渉ないし協力の必要性が生ずる。この意味

で，地球環境問題の本質は，人類の生存に関わる問

題であるとともに，環境破壊の加害者(国〕とその

破壊によって影響を被る被害者(国)とで，国が異

なる特徴がある。地球環境問題に最も特徴的な性格

は，関係者聞の合意形成の困難性である。

主権国家は自国の国民の利益を目的としている。

このため，他国からの公害のような領土内に生じる

不利益には敏感であっても，自国の利益の追求に

伴って国外に不利益が生じることは鈍感である。世

界は，基本的にはこうした性格を持つ主権国家に

よって分割，統治されている。地球環境問題の解決

が困難な理由は，国益だけを追求する目的と地球環

境を守る目的が，必ずしも両立しないことにある。

地球環境問題の場合には，化石燃料の使用によっ

て地球温暖化が起こる場合のように，その影響は化

石燃料を使用する闘にとどまらず，他の国(すべて

の国ともいえる〕に広く及ぶ。従って，地球環境問

題の対策には国家聞の対話，協調が必要である。こ

の意味で，地球環境問題は極めて解決困難な国家聞

の利害対立という問題を抱きかかえている。

例えば，もし，各国に対して現在の生産活動を基

準としてすべての化石燃料を半減させると想定して

見ょう。その結果，途上国は，もっと貧しい生活状

況に置かれることになる。途上国にとっては，地球

環境問題は，これまで先進国が自由な経済活動を

行ってきた結果であり，その解決に当たって，何の

責任もない途上国まで負担を課すのは不公平である

との見方が支配的である。途上国では，地球環境の

ための制約が熱帯林などの自国の資源の制約にまで

及び， これを自由に開発できなくなることに対ては

特に強し、反発がある。経済社会条件を異にした国々

の聞の利害の不一致を背景にして，対策実施のため

の国際的ルールづくりの方向はなかなか一致しな

い。各国が経済規模に応じて地球環境破壊の原因に

責任があるという状況を想像してみよう。もし，各

国に人口の割合に応じて一定の放出量を許可する基

準を設定すれば，先進国であるほど，対策の実施

よって他国に比較し一層大きな経済的負担が課さら

れ，国益が大きく損なわれるのではないかという心

配が生まれる。また，一部の国がリーダーシップを

発揮して，地球環境に優しい政策をとるならば，こ

れらの国はこのような決断をする前に，まず，世界

のすべての国が対策を実施するとの保証を求めるか

も知れない。地球環境改善策による利益は地球全体

に及ぶので，自国では対策をせずに他国の対策を期

待する「フリーライダー」が出現する可能性がある。

先進国のこの考えには一理ある。先進国でも，アメ

リカのように比較的経済成長志向的な国と，ヨー

ロッパ諸国のように環境保全的な国とでは，地球温

暖化に対する政策に関して鋭い対立が見られる問。

理論上，地球環境問題は，単なる資源、の分配の問

題だけではなく，不確実性の問題である点も地球環

境問題の解決を困難にしている一因である。この不

確実性は地球環境問題に特別なものではない。しか

し，国際間で目下問題となっている環境問題は，地
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球温暖化に代表されるように不確実性が特に大きい

という点に特徴がある。このようにある経済活動の

環境への影響は極めて不確実であり， どのような影

響が現れるかを予測することは難しし、。更に，その

中では，環境破壊にともなって発生する被害額を推

定することは極めて困難である。環境破壊の被害額

が推定できない場合には，経済活動を効率的にする

基準に基づき，どのような水準に経済成長を抑制す

る必要があるかを知ることは出来なし、。確実な科学

的な推定が出来ない以上，各国の認識に差が出てく

る。これは，更に各国聞の合意の形成に困難な要因

を与える。本論文は地球環境問題を解決するために

国際合意の必要性について分析することが目的で

あ， この不確実性の問題は扱わない。もちろん，国

際合意の問題と不確実性の問題とは分離できない

が， これらの問題を同時して処理するのは極めて困

難である。

国家間と同じように世代聞の対立も生じる。地球

環境問題の原因はもっぱら現世代の責任であり，将

来の世代の責任ではなし、。しかし，その影響のほと

んどを被るのは将来の世代である。最近の研究によ

れば，地球温暖化により深刻な悪影響が生じるのは

21世紀の後半以降と予測されている。これは，現

世代のほとんどがもう生存しない時期である。この

ため，現世代が自らの生活の質を低下させて地球温

暖化対策に取り組むインセンティブは小さい。

地球環境問題の解決に関する合意が非常に難しい

のは，国際間の協調がゲーム理論における Nash均

衡ではないからである。国際間の協調は協力ゲーム

の結果である。協力の結果を実現することは困難な

ことが多い。協力がすべての国とって有利である

か，もしくは，一国にとって協力行動をとること

が，自国にとって損失をもたらすのであれば，合意

は達成できない。さらに，すべての国にとって協力

が有利であっても，協力の結果は明らかでない。協

力の結果は無数の解があり， どのようなパターンの

協力をするか，協力によって得られる利益をどのよ

うに分配するか， という問題も解決しなければなら

ない。しかし，協力の結果が非協力ゲームの Nash

均衡で、あれば，問題は簡単なり，関係国の対話のみ

によって解決することが可能となる。つまり，多数

のNash均衡の中で，協力ゲームの結果と同じ

Nash均衡をとることができる。フリーライダーの

問題も避けることができる。あるいは一部の国の事

前宣言によって，合意がなくても，あたかも協力す

る結果が得られる。

この考えは一見して不可能にみえるが， ここでは

古くからの囚人のジレンマというゲームを想起させ

る。共同犯罪の 2人の犯人が検事に容疑者として捕

まえられ，別々に事情徴収されるとき，検事が自供

を誘うため「あめJ(有利な条件〉を与えても，必ず

しも犯人は検事の意思に沿って自供するわけではな

い。勿論，自供するケースもあるし，自供しない

ケースもある。ここでは自供するのは非協力の行動

(犯人の間で非協力〕とし，白供しないのは協力の

行動と考えてこのゲームをプレーすると考えるo こ

のとき 2人の犯人の問で，この非協力ゲームの中に

おいても，協力の態度をとるケースが起こり得る。

なぜならば，犯人は将来のことを考えて，もし今自

分が自供すれば，互いの信頼関係が崩れ，将来は相

手も協力してくれないという心配があるから協定が

なくても協力的になる。この事例で地球環境問題を

考えてみると，もし，各国の将来を考えて，互いに

協力姿勢をとることは自国にとってベストであると

いう判断がある。地球環境問題を解決するために国

際合意が必要で、あると L、う主張に対して，異議を唱

える由来がここにある。本論文では，各国が地球環

境問題対策の議論の中で，自主的に協力の政策を取

る可能性について分析を行うものである。すなわ

ち，自主的な協力が可能であれば，地球環境問題の

解決のためには，国際条約がなくても解決できると

いう可能性について分析するものである。

本論文は非協力ゲーム理論を用いて地球環境問題

の解決の可能性について研究を行う。世界は多数の

主権国家によって構成されており，これらの国家の

上に，超国家の政府は存在していない。各国の行動

はその国の政府によって定められている。ここで

は，各国の政府は国際ゲームの中でプレーヤーの役

割を演じている。環境問題に関する国際合意が形成

される以前には，各国は法的な責任を持っていない

ので，各国は非協力ゲームのベースでプレーしてい

る。この非協力ゲームで，協力ゲームと同じ均衡結

果が求まれば，この結果を達成することは難しくな

い。しかしこのような均衡が存在しなければ，地球

環境問題の解決のために，国際合意が達成できるか

どうかに関わらず，国際合意、(国際条約〉が不可欠

となる。

国際合意をなぜ必要とするか， これまで，静学的
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なゲーム(繰り返しのないゲーム〉で分析した研究

があるが1)，剖凡1印刷，動学的な(長期的な〉ゲームで

この国際合意の必要性を説明した論文はほとんどな

い。人類が完全に将来の世代を無視して，現在の短

期的な利益を追求するだけならば，静学的なゲーム

で国際合意の必要性と L、う問題を分析するのは十分

であると思われている。しかしこれは非現実的であ

る。なぜなら，もし人類が完全に将来の世代を無視

すれば，地球温暖化のような地球規模の環境問題と

はならず，提起されない。国際合意の必要性を論証

するためには，説得力のあるモデルが必要となる。

本論文は，地球環境問題に関する国際合意(条約〕

がない限り，各国の政府が自国の長期の利益を追求

しても(長期的なゲーム)，この地球環境問題が解決

できないとを論証するものである。本論文は，現実

的な世界に基づき，分析モデルを抽象化する。この

抽象化されたモデルは現実世界より協力結果が得ら

れやすい。しかしながら，協力の結果はこの抽象化

されたモデルによっても得られないことが理論的に

導かれる。これによって，現実世界の中で，地球環

境問題を解決するためには，国際条約が不可欠であ

ることを論証する。

経済理論からみると，温暖化をはじめとした地球

環境問題は，外部効果ないし公共財に基づく「市場

の失敗」である。経済活動にともなう温暖化ガスの

放出は現在及び将来の世代の人類の生活環境を悪化

あるいは破壊させ，その経済活動を行う当事者自身

にその費用を負担させる仕組みが存在していなし、。

その結果，地球全体からみれば，過剰な二酸化炭素

量が放出さることになる。

ここでは経済学上の環境問題〔汚染問題〉は物理

的な環境問題と関係しているが，決して同じ意味で

はない33，8九物理的な環境問題とは人間の経済活動

により出された有害物質が環境を変化させて，それ

が逆に人聞の活動に被害を与えることである。この

環境問題の原因は直接的に人聞の活動により出され

た物質である。この意味で，これらの物質を除去で

きれば，あるいはこれらの物質を排出しなければ，

物理的な環境問題は発生しないであろう。しかし，

これらの物質を除去するためには，新しい物質を出

さなければならなし、，あるいは，他のところで使わ

れていた資源を使わなければならない経済問題が生

じる。またこれらの物質を完全に出さないように，

人間の経済活動を完全にストップしなければならな

し、。明らかに，人聞の経済活動を完全にストップす

るという状態は望ましくはない。ここで言う経済学

の環境問題とは人間社会にとって汚染物質を最適水

準以上に出せば，これらの物質により自然環境を悪

化させるとし、う環境問題である。本論文は経済学上

の環境問題を扱う。

分析手法として，前提から帰納された仮説に基づ

いて，分析の対象を抽象化することは何より重要で

ある。本論の第 l章は分析上の大前提を限定とす

る。後の各章のはじめに，分析の前提を明確にす

る。

4. 既存の研究

環境問題は益々深刻になっており，経済学で、扱っ

ている環境は財として非競合な性質をもっている。

いわゆる外部性の問題である。周知の通り，非競合

財は自由市場よって効率的分配は実現できない。こ

れによって環境財の過剰的利用の問題，いわゆる環

境問題が生じる。環境経済学の中で最も知られてい

るPigouvianTaxは，この外部性を租税一補助金

の政策で内部化をすることによって，環境財の最適

分配を実現させるための理論で、ある。普通の環境経

済学教科書33，37，43)はほとんど，この Pigouvian

Taxをどう設定するかを分析している。汚染者に

かかる税金はこの汚染者が排出した汚染物の外部の

不利益(金額表示〉とイコールとなる。これが

Pigouvian Taxである。たしかに， Pigouvian Tax 

の政策が実施されれば，環境財の最適の分配は実現

される。しかし，国際環境問題の中では，誰がこの

Pigouvian Tax制度を実施するかが問題となる。

国際合意がなければ， Pigouvian Tax 制度は実施

できない。つまり， Pigouvian Tax制度で環境財

の外部性を解決できることは，国際合意が成立して

いることを前提としている。

環境経済学者の多くは国際環境問題を分析するに

当り，国家利益のための戦略，協力，衝突，交渉の行

為に注目すべきであると強調している 13)，1札制，35)，'2)。

環境問題を分析する場合，環境に関する利益の衝突

を捉えるモデルは，重要である。環境に関する利益

の衝突をモデ、ル化にするにはゲーム理論が最適であ

る。ゲーム理論は意思決定者間の戦略関係および利

益関係に焦点を当てている。ここで利益の衝突を注

目するのは PigouvianTaxおよびこれに基づく政

策を否定するためではなく，この政策を実施する前

提条件を明らかにし，この政策が実行できるように
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する"事前的"な分析をするためである。

ゲーム理論は新しい理論であるが特に， 80年代

に入って大きな進展があった。ゲーム理論で環境問

題を分析した業績は80年代の後半数多く公表され

た。本節はゲーム理論による地球環境問題分析を

サーベイし，本論文の位置付けを行う。

ゲーム理論の概念で国際環境問題を分析した初期

の研究は BradenとBromeyによる論文7)である。

この論文はゲームとL、う言葉を使っていないが， こ

の論文では，二カ国を特定して，完全拡散性(完全

非競合性〉の汚染物質を対象として分析し，はじめ

てPigouvianTax 制度が簡単に国際環境問題に適

応できないことを意識している。一国の司法権が他

国に及ばないために PigouvianTax制度は自国領

内しか実行できず，双方が汚染物質の放出者に独自

の税金をかけても，両国から排出された汚染物質

(Collective Bads)が最適(パレート効率〕な結果

よりも大きくなる。ここで環境問題(経済学での意

味〕が発生する。 BradenとBrom!eyの論文は当時

公共財 (PublicGoods)における分析方法をはじめ

公害問題 (PublicBads)に適応し，国際環境問題が

環境についての利益衝突が根本の原因で，かつ，衝

突がある両国に対して集権的な権力機関が存在しな

いという特徴をモデル化している。しかし，

BradenとBrom!eyのモデルは静学的なモデルで

あり，また，放出された汚染物質の累積効果が考慮

されていないし，戦略についての動学的な特性も分

析されていない。

地球規模環境問題について国際間の協力あること

が非協力より良い結果が得られるとしづ結論はよく

知られており，かつ自明な良識である。しかし，分

析はようやく 1991年の Scott Barrettの論文3) と

Hoe!の論文19)で行われた。 BarrettとHoe!とと

もにゲーム理論の手法で地球環境問題を明確に分析

している。 Barrettは国家の数が多くなると，国際

合意、は難しくなり，合意、自体の有効性も薄くなり，

フリーライダーの願望は強くなることを論証した。

これは重要な研究である。ゲーム理論で国際環境問

題を研究するとき，しばしば分析を容易にする目的

で二カ国に抽象化される。 Barrettの研究成果は二

カ国のモデルの有効性を確定したことである。つま

り，二カ国のモデルの中で，国際合意ができなけれ

ば，現実世界(多国世界〉の中で，国際合意ができ

ない。二カ国のそテ、ルの中で、フリーライダーが避け

られないならば，現実世界の中でもフリーライダー

が避けられない。もちろん，逆の推論は成立できな

いが， Barrettの研究により，二カ国のモデルの重

要性が再確認された。 Barrettは，国際合意ができ

るかどうか， フリーライダーが避けられるかどうか

については結論を導き出していない。国家の数とと

もに難しさが増加されることを指摘したのが要点で、

ある。

Hoel'9)は，二カ国に抽象化して，静学的なモデ

ルで，国際協力の結果と非協力の結果を比較した。

非協力の場合の環境質は常に協力する場合の環境質

より悪くなる。国際合意が達成する前に，二カ国の

中の一国が独自に改善策を取ることによって，地球

環境問題は若干改善されるかという点ついては，必

ず改善されるとは言えないと L、う結論を導いてい

る。さらに，国際合意が達成される前に，一国が先

に独自の改善策を取るならば，将来に地球環境問題

に関する国際交渉の場で，自国が不利な立場に置か

れるという恐れがある。従って，地球環境問題に関

する国際合意がなければ，独自の改善策を取ること

は不可能であるという結論が引かれる。 Hoe!のモ

デノレは静学的なモデルである。ゲーム理論におい

て，静学的ゲームの結論は動学のゲーム(繰り返さ

れる〉の結論と結果が異なる。静学的ゲームが現実

から大きく離れる可能性は大きいので，静学的ゲー

ムで国際合意が必要であると結論付けるのは不十分

である。

動学ゲームおよび微分ゲームは 60年代に注目さ

れた。しかし，初期の微分ゲームはほとんどがゼロ

サムゲームであり，経済学の分野での応用価値は非

常に限定されているは刊。 80年代に入って非ゼロ

サムの動学ゲームが大きく発展した叫。微分ゲーム

を環境問題に応用した研究は80年代後半から数多

く公表された。しかしながら. 80年代後半は，微

分ゲームにより環境問題を研究するよりむしろ環境

問題を素材にして微分ゲームを研究する傾向が強

い2，8.22.28)。この時期の研究はほとんどゲームの構

造，解の型など数学理論を中心に研究されてきた。

動学ゲームおよび微分ゲームによって本格的に環境

問題が研究されるのは90年代に入ってからであ

る。

N. V. Long (1992)の論文25)は微分ゲームよって

二カ国によって構成された国際環境問題についての

研究である。 Longは対等格の二カ国だけではな
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く， 1つの国がリーダー格で，他の国がフォローワ

格である，いわゆる Stackelbergモデノレについて

研究し，さらにこれらのモデ、ルの結果を協調ゲーム

モデルの結果と比較した。対等格の二カ国にしろ，

非対等格の二カ国にしろ，安定した環境質は常に協

調の場合の安定した環境質より悪く，非協力ゲーム

の均衡の結果はパレート最適な条件を満たさず，さ

らに，非対等格の二カ国の場合は対等格の二カ国の

場合の環境質より悪いとの結果を得ている。この結

果は寡占理論の Stackelbergモデルと Cournotモ

デルの関係に似ている。 Longの論文はupen

Loopの戦略のみのゲームを研究した。 upen

Loopの戦略は自国の環境政策が純粋な時間スケ

ジュールのように，相手国が途中で戦略を乗り換え

ても，自国の戦略(環境政策〉が絶対に変わらない

とL寸前提をとっている。これはあまりにも現実と

離れすぎており，現実に対するインプリケーション

は少なし、。

Michael Hoel (1992)の論文20)はupen-Loopに

ついてだけではなく， Markov戦略についても研究

した。 Markov戦略は一国の戦略が時間のスケ

ジュールだけではなく，状態〔環境質〉にも反応す

ることを意味ている。 Hoelは静学 (oneshot)モデ

ルで、の最適税率は，動学モデルの中では必ずしも最

適でないと述べている。その理由は，長年にわたっ

て各国が放出した二酸化炭素が累積の効果を持つか

らである。日oelのモデルで、は自然が二酸化炭素を

吸収〔浄化〉する効果が考慮されていないことは多

くの学者から指摘されている。

K王a訂rlト一Goran Maleぽr(1992) の

and International Environmental Cooperationが1ピ"26)

は，環境質の概念は長期に放出された汚染物の累積

の量だけに左右されたものではなく，環境は自ら浄

化の能力をもっているので，この浄化率を考慮しな

ければならないとしている。ここで， Malerは生

態系の概念を導入した。彼は大変異を避けるため

に，各国は自主的に協力するインセンティブを持っ

ており，暗黙に国際条約がなくても，協力の結果が

得られか，あるいは，合意が成立しやすいと論じ

た。

ゲーム理論は地球環境問題を研究する分析理論で

あると同時に，理論経済学分野を大きく発展させ

た。その 1つは線形 2次系の微分ゲームであ

る12，17，4九線形2次系の微分ゲームでは，目標汎関

数は2次関数で，状態の変化を表す式は線形微分方

程式である。任意の連続的なシステムは線形 2次系

で近似で表すことができるから，線形 2次系の微分

ゲームはよい近似モデルと考えられる。しかし，線

形 2次系は数学の単純性によって，具体的な解が得

られやすく，現実のインプリケーションが豊かであ

るというメリットがある。線形 2次系微分ゲームに

よって地球環境問題を研究した業績は， Engelbert 

J. Dockner and Ngo Van Longの“International

Pollution Control: Cooperative Vesus N oncoop-

eration Strategies"10)がある。線形 2次 系 微 分

ゲームのモデルで，両国とも線形戦略に限定される

ならば， Markov均衡の結果は非効率であり，国際

環境問題が発生することが示された。しかし，両国

とも非線形戦略が「許されるJ(複雑な計画ができる〉

ならば，協力のような結果(パレート効率〕は自主

の計画により達成できる。つまり，両国が会話に

よって協力ゲームのような結果を達成できる戦略を

決めており，それぞれの国にはこの戦略に違反する

インセンティブが存在しないことになる。かつ，こ

の戦略を決めるのは両国にとって望ましいので，こ

の戦略を決めることは困難でなし、。地球環境問題に

関する条約がなくても，地球環境問題が解決できる

ことを結論づけるのである。

5. 論文の構成

第1章は地球環境問題の定義及び本論文で扱う地

球環境問題の限定について明示する。地球温暖化に

代表される地球環境問題がどのように生じたかに

よって経済活動との関わりを提示し，地球環境問題

を巡って国家間の対立が生じることを指摘する。さ

らに，本論の目的，研究方法はこの第 1章に含まれ

る。

第2章は一国の場合，政府は如何にして環境問題

を解決するかを分析する。この章はこの領域の研究

をサーベイしながら，これまでの研究を整理する。

この章の分析は静学的な分析手法である。分析モデ

ルは単純なモデルと複雑なモテ、ルとに分けられる。

単純なモデルは問題を分析するには有効であるが，

分析にはあまり役立たない。モデルの過度な抽象化

は問題の本質を失ってしまって，あるいは仮定の由

来を見えなくしてしまう。モデルが過度に複雑なも

のは，総合的な〈一般的な〉環境問題の分析には必

要である。しかし，本論文の地球温暖化のような特

殊な環境問題に対しては複雑過ぎる。仮定が少なけ
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れば少なほどモデノレは現実に近い。しかし，複雑す

ぎるモデルから得れた結論はあまりに実り少ない。

第2章は，問題を完全拡散のような汚染物による環

境問題に限定する。これによって政府がなぜ介入を

必要とするか，最も効率的な介入手法は何かを分析

する。第 2章の重要な目的は政府がどのようにして

国内の環境をコントロールし，自国の環境基準を決

めることができるかということである。これは論理

上重要なプロセスである。もし，政府が園内の環境

基準(例えば，年間二酸化炭素の放出量〉を決める

ことができなければ，地球規模環境問題を解決する

ための国家政府聞の話し合いは意味を持たないこと

になる。各国の政府は自国の代表としてこのゲーム

のプレーヤーである。これには政府が自国の環境基

準を決めることができるとし、う前提が必要である。

第3章は政府が自国の汚染物質の放出量をコント

ロールできるにも関わらず，なぜ地球環境問題が生

じるかを分析する。第 2章では世界が一国政府(超

国家的な政府)によって最適な環境基準を達成でき

ると説明した。明らかに，世界にはこのような政府

が存在していなし、。世界の全体の利益を考慮して，

環境税を徴収できる政府は存在していないし放出

市場において放出権を分配する機構も存在していな

L 、。

第 4章は本論文のメインである。第 2章と第 3章

は静学的なモデルで、あった。このモデルは，国の意

思決定者は現在の経済活動しか見ておらず，将来の

世代の利益を考慮していない。この前提の下で，地

球環境問題の解決のために，各国の聞での合意が不

可欠であるとし、う結論は成立するが， これらの前提

は非現実的である。長期の動学的なモデルで，国際

条約がなくても自主規制があり得るとする説があ

る。しかし第 4章では長期の動学のモデルでも，

国際条約が不可欠であると論じる。地球環境問題の

解決のため，国際条約を必要とするか，それとも必

要としないか，これは重大な問題である。もし，条

約がなくても，地球環境問題の解決ができるなら

ば，地球環境問題の解決のために，国際条約の成立

に力を入れる必要がないことを意味している。逆

に，条約を必要とするならば，各国の政治家たちが

地球環境に関する国際条約の成立に努力しなければ

ならなL、。条約が必要であるか否かという結論は地

球環境問題の解決に糸口を与える。

第 5章は本論文のまとめである。世界がもし一国

しかない場合は，この世界では国家聞の貿易はな

い。しかし，世界には多数の国が存在し，国際貿易

が行われている。国際貿易は当該国にとって重要な

経済活動である。第 4章で、は国際貿易の問題を扱っ

てこなかった。貿易が環境政策に対してどんな影響

を与えるかについては，第 5章で分析する。貿易が

直接に他国の環境にどんな影響を与えるのかについ

ては分析せず，貿易の要因を考慮して，自国の環境

政策を制定するときにどのような影響があるかを分

析する。第 5章の目的は，貿易があっても，第 4章

の結論が崩ないことを説明する。さらに，第 5章で

は地球環境問題(地球温暖化〕に関する国際合意の

形成の可能性について述べる。

註

〔註1) 文献聞のデータにより，当統計の 1976年以前

のデータは石炭換算で，それ以降は石油換算で，

ここでは一律石油換算になる。換算係数は1単位

の石炭エネルギー =0.680272のl単位石油エネ

ノレギー。

〔註 2) エネノレギー・化石燃料のデータは文献11)により

計算された。圏内生産のデータは文献76)により

計算された。なお， 1986年以降の国内生産は

1985年のドノレ額で年別の実際成長率により計算

された。

第 2章公共財と環境問題における外部性

1. 地球温暖化と経済活動

いわゆる環境問題は，人間の経済活動の量的・質

的拡大がもたらす環境への負荷が，本来自然、が有し

ている浄化能力を越えてしまうことから生じる現象

である。産業革命以降の工業化の急速な発展と人口

増加は，それを支えるための生産活動のみならず，

化石エネルギー資源の開発・消費の飛躍的な拡大を

もたらしてきた。とりわけ，二酸化炭素などが原因

とされる地球温暖化とアロンガスによるオゾン層破

壊によって，これまで全く汚染物質とみなされてい

なかった物質が地球規模の気候変動や地上生物の生

存基盤の崩壊をもたらすことが明らかになった。こ

れは地球環境問題の中でも最大の問題である。一般

的に，経済活動の拡大に伴い環境への負荷は増大す

る。人聞の経済活動は，資源の開発，精錬，生産，

輸送，消費を経て，最終的な廃棄に至るまでの広範

囲なプロセスに及んで、おり，工業製品だけではな



く，エネルギ一生産や農産物・畜産物生産も含んで

いる。

経済成長に伴ってエネノレギーの需要量も増大し，

またそれに伴ってエネノレギーの生産・消費による環

境負荷も増大する。例えば，地下資源エネノレギーの

開発，輸送，転換，消費がもたらす自然の物理的変

化，燃焼に随伴する SOx，NOx等の大気汚染物質

や CO2等の温室効果ガスの排出などである。以上

の環境負荷のうち，エネルギーがもたらす汚染物質

の自然環境への排出量と経済成長との関係は，以下

のように分解できる。

汚染物質ーエネルギー需要 汚染物質発生量xGNP 
発生量 GNP エネルギー需要

(エネルギー需要/GNP)とく汚染物質発生量/エ

ネルギー需要)とも全くゼロにすることは不可能で

あるから，汚染物の発生量をゼロにするのも不可能

である。

所得水準とエネルギー消費との問には強い相闘が

みられる。日本の経験のデータでこの関係を見ると

長期的に両者はほぼ同じ変動を示しながら推移して

きた(図 2-1)。明治時代から今までの約 130年聞

は，経済発展段階から言えば，ほぼ開発途上国から

先進国への道のりであった。国の経済規模はもとよ

り，産業構造，国際貿易，家庭内における耐久財，

技術革新，さらにはエネルギーの相対価格など様々

な変化があった。それにもかかわらず，国民所得の

第6号

成長とエネルギー需要の増大との聞には大きな正の

相関があった。

地球温暖化問題に関する最もインパクトの大きな

環境負荷物質は，二酸化炭素である。二酸化炭素の

主要な発生源は，化石燃料である。現在，人類が消

費しているエネルギー総量は石油換算約 72億トン

(1990年〉にのぼる。その 9割は，石炭 (30%)，石

油 (38%)，天然ガス (20%)等の化石エネルギーで

ある74)。化石燃料が燃焼によってエネルギーを放出

して人間の経済活動に必要なエネルギーを供給す

る。化石燃料の燃焼は二酸化炭素を発生させる。こ

の二酸化炭素が地球温暖化の最も重要な原因にな
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る。

2. 環境財の外部性と市場の失敗の概念

市場組織は，個人及び企業の経済活動を組織する

巨大で複雑な社会的装置である。すべての装置と同

様，市場組織も万能な装置ではない。市場組織の機

能がうまく作用しない原因の一つに，外部性があ

る。市場での取引においては，便益を得るために費

用を支払われねばならなし、。他方，支払を受けて財

やサービスが引き渡される。通常の取引において，

買い手はその品物の費用全部を支払うことを要求さ

れ，他方，その品物の完全かつ独占的な使用権を得

ることになる。しかし時には，費用を支払うもの

が，便益の全部を利用し得ない場合があったり，ま

た逆に，財貨に対する支払が生産費の全部を償わな
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い場合がある。前者の例は，ある人が鑑賞の為に自

分の庭に一本の桜の木を植える場合，隣人や通行人

は全く費用を払わないで桜を鑑賞できる。後者の例

は，工場が産業廃棄物を川に捨てる場合， この工場

は廃棄物処理の費用を支払っていなし、。このどちら

の例においても，市場組織は有効に作用していな

い。前者の場合(支払う者が利益の全部を受けてい

ない場合〉には生産物(横木の量〕が不十分にしか

生産されない傾向がある。後者の場合には，生産物

が過剰に生産される可能性がある。環境の質に関す

る問題の多くは，外部性の問題と見ることができ

る。

環境問題への取り組みに当たっては，各経済主体

が自主的，積極的に，自らの活動を環境にやさしく

していくことや，環境保全のための様々な活動に参

加していくことが期待される。しかしながら，環境

財の持つ自由財的な性質が， このような協力を困難

にしている。

環境は占有できず誰でも使用できると L、う性質か

ら，個々人が他者への影響や社会全体の環境へ及ぼ

す影響を考慮せず，自分の利益だけを考えて行動し

た場合には，共有の財産である環境の長期的な恩恵

を破壊してしまう問題が生じる。このような例とし

て， r共有地の悲劇JCCommon's tragidy)が引用さ

れる。これは，かつてイギリスにおいては共有地を

牧草地として利用する制度があったが，皆が争って

放牧した結果，飼料となる草が食べ尽くされ，家畜

は期待通りに成長しなかったと L、う事例であるo 地

球温暖化などの環境問題も同様の問題を含んでい

る。この場合，環境の恩恵が保たれるように利用し

た方が，長期的には便益が大きいにもかかわらず，

個々人の判断ではそれが達成できないことがある。

環境の便益は，環境保護の負担をする場合でもしな

い場合でも，等しく全員に及ぶという性質がある。

このことは，個々人の環境影響への寄与が小さいこ

とと併せて，負担をせずに便益にだけあずかろうと

いうフリーライダーを生む恐れがある。競争の中で

活動する企業にとっては，他企業に比べて多くの費

用をかければ収益が低下し，競争に負ける恐れがあ

る。ゲーム理論は，複数の者が自分の利益のため

に，各参加者の行動の決定によって全体が決まると

いう条件の下で，どのように行動し，どのような結

果が得られるのかを解析する理論である。環境の

ゲームの中で，各参加者が協力して行動すればより
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図2-2 環境対策について社会的ジレンマ

高い利得が得られるにもかかわらず，他者の協力が

期待できないと判断して個々に合理的な決定を行う

ことにより，結果として利得が少ない状態で社会が

安定してしまうという現象がある。これを「社会的

ジレンマ」といえる。例えば 2企業によって構成

される社会を仮定し， r社会的ジレンマ」の例を数

値で示したものが図 2-2である。

A企業と B企業は，それぞれ，環境保全のための

「対策をとる」か「対策をとらない」かの選択をす

る。自社と他企業の選択に応じてそれぞれの企業の

便益が決まる。自社で対策をとれば，費用がかか

り，また，両企業が対策をとらなければ，それによ

り生じる環境悪化による損失を被ることになる。こ

の場合， A企業も B企業も共に対策をとれば，それ

ぞれの便益が8となるが， 自社が対策をとっても他

社がとらない場合には，自社の便益は5となってし

まう。従って，相手の協力が得られるという保証が

ない状態で，確実に期待できる便益をできるだけ大

きくしようとすれば，両企業とも対策をとらずに

それぞれ6の便益を得る。以上のような問題点を乗

り越えて，社会全体の協力を確保するためには，社

会的意識や経済システムの変革が必要となる。

ここでの経済学上の環境問題(汚染問題〉は物理

的な環境問題と関係があるが，決して同じ意味では

ない。汚染物質を最適水準以上に出し，この物質に

より自然環境を悪化させることが経済学的な環境問

題である。これが，本論文で意味する環境問題であ

る。

まず，われわれは，単純な事例から分析する。こ

れは一つの企業のみが生産活動をしており，生産活

動とともに汚染物質を放出するケースである〔図

2-3)。

縦軸は限界利益を表す。横軸 Qはある企業の生

産活動水準を表す。曲線 MPPはこの企業の「私

的」限界利潤 CMarginalPrivate Profits)を表

す。「私的」利潤は，企業の私的収益から私的費用

を減じた部分である。「私的」限界利潤は逓減する。
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M 

A 
MEC 

C 

Qp 

図2-3 最適生産の概念

註 生産量Q事を生産すれば、社会にとって最適である

利潤最大化の行動をとる生産者は限界利潤がゼロの

ところで生産する。このときの生産量はQpであ

る。この企業の生産活動は外部に不利益を与える。

MECは外部限界費用 (MarginalExternal Cost) 

を表す。 MECは企業が財を Qで生産するとき， Q

のもとに，さらに 1単位の汚染物質が出されること

によって外部に与える損害である。 MPP，MECと

もに金額で表す。とれらの概念は環境経済学で用い

る概念であるι30，33，37，81)。ここの目的は図 2-3で最

適，環境問題，外部性などの概念を説明することで

ある。

まず，企業が Q*で生産すれば，社会にとっては

最適である。企業は Q*の左側，例えばQlで生産

する。生産量を更に 1単位を増加することによっ

て， r私的」利潤は MPP(Ql)を増加できる。外部

的な費用は MEC(Ql) と増加する。 MPP-MEC>

Oになり，財の l単位の増加によって，社会的な純

利益は増加する。同じ理由で， Q*の右側で生産す

れば， 1単位の生産減少によって，社会的な純利益

は増加する。したがって， Q*で生産すれば，社会

全体にとっては利益が最高となる。この意味で，

Q*の生産活動は最適である。しかし， Q*の生産活

動によって外部へ汚染物を排出される。ここで物理

的な環境問題が発生する。しかし，経済学の意味で

は，この水準の生産は「経済学的な環境問題」を発

生していない。このモデルは単純で・あり，多くの現

象を説明することはできないが，経済学の環境問題

と物理的な環境問題が異なることを明示している。

われわれは「調和的」経済活動の概念を使う。この

「調和的」の意味は経済活動により排出された汚染

量は自然、の浄化能力を越えていない状態，つまり自

然的収支パランスを崩さないという意味である。こ

の問題は動学的な問題である。しかし， MECが短

期的な費用だけではなく，長期的にも，将来の世代

を考慮した外部限界費用を含めるならば， この図に

よって物理的な環境問題と経済学的な環境問題の違

いを説明できる。具体的には文献33)を参照してほ

しい。

企業が生産によって外部に損害を与えることは，

Q 負の外部性の概念である。企業が Q*で生産すると

き，企業が外部に与える損害は， OBQ*の面積にな

る。最適生産によって負の外部性を与えないわけで

はなし、。全社会にとって， この外部性は費用の点か

ら望ましいということである。

もし，ここで企業の生産を減少させるメカニズム

がなければ，企業 Qpで生産するであろう。ここで

し、くつの概念を明らかにする。

面積 OCQpは企業の Qpでの生産によって外部に

与える不利益，つまり負の外部性の大きさである。

最適生産 Q*でも，外部に与える不利益の大きさは

面積 OBQ*である。面積 OABQpは企業の Qpでの

生産活動の「私的」利潤である。 OABQ*は，生産Q

*にあたる「私的」利潤である。 Qpは自由市場で企

業の生産規模である。 Q本は社会にとって最適な生

産規模である。

3. 市場の失敗と政府の介入

社会の中で一つの企業だけが汚染物質を出すと想

定することは，現実的でなく，モデルも単純すぎ

る。一般化して，財が N種あり，企業がM社あ

り，消費者が H人ある社会を考える。汚染は財生

産とともに発生する。逆に，環境汚染は企業の生産

および人の生活に不利益を生ずる。生産者(企業〕

の生産可能集会は

F' (Qf， ・ ..， Q~， E" E)三五O

ここでは Q~ は企業 k が生産する財 i の量である。

注意したいのは Q~ が負であるか，正であるか制約

のないことである。正であるとき， 1財は企業kで

生産される。負であれば， i財がその企業に投入財

として使われている 24，問。 Ekは企業 kの生産に伴

う汚染放出である。 Eは環境の汚染度合(註 1)で，

各企業の汚染放出の和で，次の式になる。

E
 

N
Z同一一E

 
消費者にとって，直接効用関数は消費された財に
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依存し，環境質に依存している。つまり，

WJ= WJ(Ct，...，C:元，E) 

ここでは，Cfはj消費が消費した i財の量であ

り，常に非負である。消費者の効用は消費財につい

て単調増加関数であり，環境汚染物質ストックにつ

いて単調減少関数である。

バレート最適については，他の消費者の効用を低

下させることなく，ある消費者の効用を増加させる

のは不可能である。つまり，

F!?F WJ(Cf，…，Cf..， E) j=l，…， H (2-1) 

制約条件

Wt
主主 W'， 1=1，…，j-1， j十1，• • ，H (2-1. 1) 

F" (Q~， ・ ..， QJj， Ek， E)豆0， k=l，..，M (2-1. 2) 

Ci主主o i=l，..，N， j=l，...，H (2-1. 3) 

Ek 主主o k=l，..，M (2-1. 4) 
M 

E=L}，Ek (2-1.5) 

H M 

EC-ZQ乍 Ri i=l， 川。 (2-1. 6) 

制約式(2-1.1)はノミレート最適の定義によって

規定される。制約式(2-1.2)は全産業の技術の制

約を表している。制約式(2-1.3)は消費された財

が負ではないという意味である。制約式(2-1.4) 

は，企業が生産を行うとき，放出された汚染量は負

にならなし、(註 2)。制約式(2-1.5)は，式(2-1.2) 

と式(2-l.1)と同時に，異なる放出源から放出さ

れた 1単位汚染物質が社会に与える影響は同じであ

ると L、う意味である。つまり純公共財の性質をもっ

ている。制約式(2-l.6)は，消費者が消費した財

と，生産された財，生産の投入に用いられた財の三

つは社会全体の斌存量によって決められることを意

味する。

この問題は以下の Lagrangeanfunctionを最大

化することと一致している。

H 

L=EIAJWJ(Cf，..，G，E〉-WJ]

M 
- L}， ÀjkF" (Q~，..， Q~， Ek， E) 

N H M M 

+呂ARi(Rz-2Ci+ZQf)+AE(E ZY〕。

(2-2) 

このモデルには若干の問題がある。まず，このモ

デルのなかで汚染放出物を純粋公共財として扱って

いる。周知の通り，純粋公共財は完全に抽出不可能

な性質を持っている。純粋公共財と完全な市場財は

現実的な財の両極のケースである。完全な市場財の

場合，個人Aがある財を消費するとき，他人はこ

の財を消費できない。この意味で，この市場財は

Aに抽出されている。完全に抽出不可能な純粋公

共財は， Aがこの財を消費するとき，他人がこの

財を消費することは， Aの消費とは全く関係しな

い。環境汚染は典型的な外部性を持っているが，純

粋公共財とは言い切れなし、。例えば，ゴミ問題であ

る。ある人が自家のゴミをAの庭に捨てる場合，

Aはゴミを捨てられることによって，負の外部性

を被る。しかし， Aの被害によって，他の人が被

害を避けることができる。ここでは，完全抽出でも

あり，完全に抽出不可能とはならない。たとえ届際

環境問題の酸性雨の問題は，この純粋な公共財の性

質を満たさないことがある。酸性雨がある地域に降

ることによって，他の地域に酸性雨が降る確率や量

は少なくなるであろう。

もう一つの性質は， このモテソレで、は，人々は環境

汚染を避けることができないし，同じ環境の下で活

動しているということである。

第 3の問題は環境汚染の度合は各企業の放出量の

和で決められる。現実には，環境質は各企業の放出

量の和によって表すよりむしろ大気中に汚染物質の

ストックで表すほうが適切である。なおここでは自

然の除去率は考えていなし、。もし自然、の除去率が一

定であれば，各企業の放出量の和と大気中の汚染物

のストッグとは 1対 1の関係がある。

本論文は大気汚染(例えば二酸化炭素濃度の上

昇〉のような特定の問題に限定しており，この種の

環境問題に純粋公共財を仮定すること(第 1の問題，

第 2の問題〉が妥当である。第 3の問題はダイナ

ミッグ問題と関わっている。第 4章でダイナミッグ

問題を扱う。

Kuhn-Tucker条件によってわれわれはこの社会

のパレート最適の必要条件を求めることはできる。

JL 
一一=AjWI-ARi， Ci主主0， i=l，...，n 
oCi 

(2-2. 1) 

C{[ん W!(C{，...，C;;，E)一品]=0， i=l，...，n 

(2-2.1 A) 

。L 一一一五=-AFkFt+ARi=O， i=l，…，n (2-2. 2) 。Qt
θL 一¥T:'k==一λFkF，品 AE壬0， Eκ詮0， k=l，...，m 
JE 
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Ek()"FkFtk+)"E) =0， k=1，…，m 

(2-2. 3) 

(2-2.3 A) 

。L .f!，. !!， 
一一ー=~)"山防空- ~)"FkFt+)"E 三五 o (2-2. 4) aE j~r'w~ "L  k~l 

以上の (2-2.1)式から (2-2.4)式はノミレート

最適の必要条件を提供している。 Concavity条件を

満たすとき，パレート最適の十分条件が満たされ

る。 (2-2.1)式は消費者サイドの関係式である。

C件 0ならば， (2-2. 1 A)によってん長

WI は消費者jが財 iの1単位の追加消費による

効用の増加分である。 (2-2.1)式によって，

WI )"Ri 

WI )"Rl 

この式の左辺は2財別々の追加消費による限界効

用の比率である。つまり効用最大化を目的とする消

費者は消費市場でこの限界効用の比率(つまり，限

界代替率)を，この 2財の市場価格の比率と一致さ

せる。つまり，

WI )"Ri _Pi (2-2. 5) 
日ケ )"Rl P1 

ここでは Pi，P 1は財iと1の市場価格である。

(2-2. 2)式と (2-2.5)式によって，

Ft vf，マ )"Riー《
一一一一一~ (2-2.6) 

F1k WI )"Rl ぁ

式の左辺は財 iと財 1の技術的代替率である。利

潤最大化をめざす企業は，技術的代替率を限界費用

の比率と一致させる。競争市場では，企業の生産の

限界費用と市場価格は一致する。 (2.3)式と (2.

4)式によって，
H M 

~)"町防官- ~)"FlFÆ-)"FkFt=O (2-2.7) 

これは，企業 kの活動が消費者と他の企業に不

利益を与えることである。第 1項は消費者の不利益

を表す。第 2項は生産者の不利益を表す。第 3項は

企業 kが汚染放出によってもたらす k企業の私的

利益であるか，あるいは汚染を除去するためのコス

トである。もし，政府が介入しなければ，企業は汚

染除去に関わるコストを負担しないであろう。しか

し，この企業の活動によって生じた外部性はゼロで

はない。つまり， (2-2. 7)式は成立しない。この

式はパレート最適の必要条件であり，この式が成立

しなければ，パレート最適は成立しなL、。ここで

は，企業活動を完全に市場に任せれば，パレート非

効率性の問題が生じる。いわゆる「市場の失敗」で

ある。

以上で，経済学的環境問題の解消の基準が定めら

れた。問題は，この最適状態を達成するために，ど

の新しい経済システムを作るべきか，政府はどこま

で介入すべきか，ということである。

(2-1)式と (2-3)式の 8本の式によって，すべ

ての変数が求められる。つまり，政府は企業の最適

生産水準を決めるならば，社会にとって最適な状態

になる。政府がすべての企業の生産量を決めるには

行政上のコストは膨大となり，最適な生産量を決め

るには個別企業の技術，経営など，多くの情報が不

可欠となる。政府がすべての企業の生産量を決める

のは不可能で、ある。

4. Lindahl均衡と経済的方法

すべての財が完全に私有財である〔すべての外部

性を内部化する〉とき，競争市場均衡によって最適

状態になるという帰結は新古典派の基本的帰結であ

る。環境問題が生じる前に，大気，水などが「自由

財」として定義され， これらは「財」でないと認識

された。特に 1960年代以降，環境汚染が深刻に

なってきてから，大気，水などが「財」として扱わ

れた。しかし，大気，水などの「財」は，決して私

有財ではなく，公共財である。公共財を持つ経済、ン

ステムのなかで，財の最適の分配を実現するには，

完全競争の均衡理論はもはや有効でない。しかし，

Lindahl均衡の概念によって最適分配の概念を捉え

られる。Lindahl均衡の理論では消費者が効用を最

大化し，企業が利潤が最大化し，環境agency(政府

とか，特種法人〉が環境財を所有していて， agency 

の利潤を最大化する。このとき，環境はagencyの

私有財となる。この市場の均衡はLindahl均衡で

ある。環境 agencyの利潤はauction市場で消費者

へ環境に関わるサービスを提供したり，企業へ汚染

権を売ったりすることによって得られる。消費者は

良い環境を得るため環境 agencyから環境質を購入

する。あるいは収入をさらに得るために，環境

agencyへ環境質を売る。企業にとって汚染物をた

くさん出すならば，環境agencyから汚染権を購入

しなければならない。過剰となった汚染権は環境

agencyに売る。

消費者にとっては支出の制約の下で，効用を最大

化する。
N 

L'= Wj(C{，…，C丸E)+ oj [ yi + ti一呂PiC1]
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(2-3 A) 

ここでは， tjは消費者jが環境 agencyと間で交

渉する環境権に関する取引金額である。生産者は生

産可能集合の制約の下で利潤を最大化する。
N 

Lk=呂ρiQ;+t kーがP(Q~，… ， Qえ Ek ， E)

(2-3 B) 

企業 kが環境 agencyと間で環境権に関する取引

金額はtkである。

環境 agencyにとっては収入最大化する。
H M M 

La=-ZtJ-21th+KElp E〉

Kuhn-Tucker条件によって，。ILj
:;)r'j = W!一世jPi孟0，
Uしz

Ct;ミO

C{[W!(C{，…，Cfv， E)-cJ/ρ;]=0 
au 
aE 問 +o'w玉0

au ιL 

~/ìk- ρi-tþkFik=O 
aQ! 

au ゐ ー
一;-;;k= -tPk-ttkFJ日三五0，aE Ek~三 O

Ek(tPk十がFPk)=O

au 一 品 一=-tf 砂kFf三五0，aE Ek
主主O

au !!， .f!-
=-~ tP-~t1-7J =0 ， aE k"';;I"< j~ 

E=O 

M H 

E26+芦ltt+q〉=O

競争状態において，以下の式が得られる。

，1Ri=ρ" A -」EL-ILー上
町一 WI一院(-oi ， 

A-ARz hgー φh
Fk-F子育 v

防空 t1 FP. tP. 
W! Pi' 下'k ρz

Ff tP FJム tP.
Ff -P;' FP tP 

(2-3 C) 

(2-3.1) 

(2-3.1) 

(2-3. 2) 

(2-3. 3) 

(2-3. 4) 

(2-3.4) 

(2-3. 5) 

(2-3.6) 

(2-3.6') 

(2-4) 

(2-5) 

tPk .f!-， wj ， #， FP .f!-， " .!! 
-t=ZIIW+21Ef，平=-FElm-6〉

，1Ri=ρzによって，財iの価格が正であること。

(2-2)式はんzについて Kuhn-Tucker条件によっ

て，

H M 

ん[RzECi+21Qf]=0から

H M 

R;-~C{十 ~Q;=O

M 

42lELE]=0と件Oによって，

M 

~Ek_E=O。

従って，すべての財が市場でクリアされる。

以上の条件はノミレート最適の条件と一致してい

る。この分析によって，公共財が存在している経済

システムの中で， Lindahl 均衡によって，最適状態

が達成されることが証明された。 Lindahl均衡は市

場で環境 agencyの介入によって市場メカニズムに

よって実現されるものである。 (2-4)，(2-5)， 

(2-6)式が成立すれば， (Concavityの条件の下で〉

パレート最適は保証される。 (2-4)式は環境の質

(汚染の状態で計る)E*の時，環境質の変化に

よって，消費者と環境 agency，環境質に関する取

引金額の交換率である tiを定める。 (2-5)式は企業

と環境 agency，環境質に関する取引の交換率であ

る。 (2-6)式は環境の質 E*の時，企業が品の放

出量によって環境 agencyに支払う金額の交換率で

ある。これらの交換率は「価格」の性質を持ってい

る。普通は環境 agencyから消費者あるいは企業へ

移転した金を「補助金」と呼ぶ。逆に消費者あるい

は企業から環境 agencyへ移転した金を「税金」と呼

ぶ。 tJ が正であるとき，1"補助金」であり t'が負

である時， 1"税金」である。つまり，消費者]が補

償金をもらうとき，環境の改善によって，環境

agencyはこの消費者に対して補償金を減じるべき

であり，逆に，環境が更に悪化すれば，この消費者

に対する補償金を増加すべきである。もし，消費者

jが税金を払うとき，環境が改善されるならば，消

費者jが環境 agencyに支払う税金は更に増加すべ

きであり，逆に，環境が悪化するならば， agency 

に支払う税金は減じるべきである。 (2-4)，(2-5)， 

(2-6)式はそれぞれ環境の変化，汚染物質の放出に

よってお金の移転の変化率のみを表している。ここ

で1土，消費者，企業が税金を支払うべきか，補償金

をもらうべきかは示されていない。

もし，個人の選好が顕示されれば，環境 agency

が個人の選好の集計に基つ寺いて環境政策を策定する

方法は，理論上次の二つが考えられる。

1.消費者は自分の環境質の改善のために価格を

agencyに払う。 agencyはこの金額を補助金として

環境改善機関あるいは企業に払う。企業は環境改善

にこの資金を使う。消費者が支払った価格はWTP
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CWillingness to Pay)である。

2.企業は汚染放出物量によって，税金として価

格を agenncyに払う。 agencyは，個人の選好に応

じて補償金として消費者に分配する。消費者が受け

取った価格はWTA CWillingness to Accept)で

ある。この原則は PPPCPollution Pays Princi-

ple，汚染者負担原則〉と呼ぶ。

この二つのアプローチは効率上同じだが，どちら

がよい政策かは倫理上の問題である(注 3)。第 1の

アプローチは，企業の生産にともなう汚染物放出の

あり方である。第 2は，消費者がきれいな空気を享

受するのは当然とする方法である。

以上の分析は環境財が公共財と同じに，排他性の

性質を持っていないために，市場に完全に任せられ

ないことを説明している。政府は，市場を自由放任

にさせていると，環境問題が生じると判断してい

る。しかし，政府はどのように介入すべきか。何の

基準で介入するのか。自由経済にとって，政府の最

小限にとどめるべきというのが一般原則である。

Lindahl均衡はこの点にある示唆を与えている。

Lindahl均衡では環境 agencyを通じて，仮説的

な「環境市場Jにおいて，仮想的な (pseudo)均衡

を求めてきた。Lindahl均衡が現実的に実行できれ

ば，経済的な環境問題は解決できるといえる。しか

し問題はこれほど簡単ではなし、。少なくとも以下

の問題が残されている。

環境 agencyが環境サービスを売るとき，環境

agencyは同じものを消費ないし企業に売らなけれ

ばならない。消費者は環境サービスの特徴を知って

いるので，ある消費者が環境 agencyと取り引きす

るとき，他の消費者と環境 agencyとが一定水準の

環境の取引を行っていることを知ることによって，

自らは環境 agencyから購入する環境質に対して故

意に自己の欲求する環境質水準を低く表明する。つ

まり，環境 agencyの環境サービスの価格を下げる

という意味である。この消費者は自分の求めた環境

サーピ‘ス価格が環境の悪化に影響がないと判断して

いるためである。つまり，低い価格で同じ環境質を

共有できることを期待している。環境 agencyが市

場から環境質を購入するとき，消費者は自分の価格

を故意につりあげても，環境 agencyはこの消費者

から環境質を買わなければならない。環境質はすべ

ての人々にとって同ーのものでなければならないか

らである。

Lindahl均衡を実現するために，環境 agencyは

消費者の選好を知らなければならず，また企業の生

産関数を知らねばならない。環境 agencyは汚染放

出者(企業〉から税金を徴収して汚染被害者へ補償

する場合，消費者の効用関数に基づいて補償するだ

けで，パレート最適が実現できる。もし，消費者が

自己の選好を顕示すれば，環境 agencyが消費者が

顕示した選好に基づいて補償額を決めるならば，

Lindahl均衡が実現出来る。しかし，消費者は環境

による自己の被害を過大申告すれば，補償額が大き

くなることを知っている。消費者は自己の選好をか

くして，過大申告するインセンティブがある。消費

者に自己の選好を正しく顕示させるのは不可能であ

る。

以上の理由からLindahl均衡を政策化して環境

問題を解決することは不可能である。他方， Linda-

hl均衡はもう一つの解釈によって成立する。Lin-

dahl 均衡 agcncyの収益最大化という条件がなくて

も成立するので，環境 agencyの概念がなくても

Lindahl均衡の解釈は可能である。つまり，汚染者

の加害者と被害者との立場から均衡が成立しうる。

Lindahl均衡のもう一つの特徴は，前述したよう

に， Lindahl 均衡は単に価格を定めるだけで，補償

金，税金などはいっさい決めていないことである。

環 境agencyがなければ，金銭の流れは環境

agencyを経由せず，直接に汚染者と汚染の被害者

の間で移転する。Lindahl均衡は汚染者から汚染の

被害者へ補償金を出すべきであると言っている訳で

はない。Lindahl均衡は単なる金額の移転の変化率

を決めているのであり，金額の絶対額を決めてはい

ない。どの程度汚染水準に達すると汚染者は被害者

へ補償するか，決めていなし、。環境 agencyの概念

を用いずに， Coase理論はLindahl均衡を説明で

きるo Coase理論は所有権に注目している。前に述

べたように，パレート非効率の問題は，環境が公共

財の性質を持つことによって生じたとものである。

環境の所有権を私的権利に明確にすることで，パ

レート非効率性の問題を解消する。 Coase理論に

よって，もし，消費者が自然環境で生活することを

消費者の権利として認めるならば，企業は汚染物を

放出するのに消費者の許可を必要とする。この許可

を得るため，企業は消費者から所有権を買わなけれ

ばならない。つまり，消費者へ補償しなければなら

ない。もし，企業が生産活動によって汚染物を放出
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することを企業の権利だと認めるならば，消費者は

企業が環境改善の要求に応じた企業の努力に対して

補償すべきである。どの程度の汚染か，あるいはど

の程度の改善かは，両方の交渉によって決められ

る。交渉によってパレート効率が達成できる。しか

し， Coase理論には以下の二つの問題がある。

まず，第一に交渉のコストの問題である。コスト

がない交渉はCoase理論が成立するための前提条

件である。環境問題の解決はあくまでも実行上の問

題である。つまり，現実的にはコストがない交渉は

ない。しかし，どのような政策を実行しても，コス

トは避けられない。交渉コストが他の政策の実施の

コストより大きいならば，この点が問題となる。

第二点の問題は，現実に実行に移すときの致命的

な問題である。選好体系が違う多数の被害者と生産

可能集合が違う汚染者との交渉の問題である。コス

トのない交渉はパレート最適であるという定理は一

対ーの交渉によって成立している。被害者と汚染者

とはそれぞれの二つのパーティに属しなければ， こ

の交渉は成立しない。我々の問題は「完全公共財」

という性質の汚染問題の検討である。汚染者が一人

で，消費者が多数の場合，交渉は成立しないという

簡単な結論になる。多数対多数の交渉はし、っそう難

しくなる。勿論消費者と生産者にそれぞれ共通な利

益があれば，それぞれのパーティがまず結束して交

渉する。後はパーティ内部で更に利益を分配する。

このプロセスによって，交渉が成立できるかも知れ

ない。しかし，このプロセスのコストは消費者(生

産者〉の数によって幾何級数的に増加する。

環境 agencyに依存している Lindahl均衡も，

Coase理論も政府の介入を排除するために工夫され

た対策とも言える。効率面からみると，政府の介入

を排除することは，政府の介入によって分配は不適

切になり，介入のコストの増大によって効率低下の

原因となるからである。しかし，環境問題は固有の

公共財的性質を持っている。特に大気汚染の場合は

影響の範囲が広く，被害を受ける人々が多い。Lin-

dahl均衡は環境 agencyを通じての市場均衡の解釈

にしろ， Coaseの交渉理論にしろ，劾率面からみ

て，政府の介入により分配を適正化してコスト減少

をはかることは困難である。環境 agencyの場合，

消費者の選好顕示の問題がある。選好を顕示できて

も，環境 agencyと消費者，企業それぞれの取引コ

ストは小さくない。 Coase理論による交渉の場合，

交渉が成立するためには，一対ーのパーティの形成

をまず先行しなければならなし、。パーティの形成が

必ずできるという保証はなく，形成ができても，

パーティの内部の交渉は膨大なコストがかかるであ

ろう。従って，政府の介入は不可欠である。政府の

介入が必要であると L、う結論になれば，政府はどん

な手段で，何処まで介入するかが問題となる。 Lin-

dahl均衡は実行上は不可能であるが， Lindahl均

衡は環境政策に対する示唆を与える。

5. 環 境 政 策

以上の分析で環境agencyという想定は現実的で

はない。しかし，この Lindahl均衡は，どのよう

にしてこの非効率問題を解消するかについて示唆を

与える。

政府の環境政策は，個別直接規制と経済的手段に

分けられ，経済的手法は，税金の規制と補助金によ

る汚染量の削減，総放出量を定める売買可能な排出

権などに分けられる。

①直接規制と経済的手段

環境政策の実施手段としては，大別に二つの手

段，すなわち直接規制的手段と経済的手段がある。

例えば，汚染物質の濃度や排出量について，規制的

手段においては，この環境目標が達成できるよう

に，各工場に排出規制が課される。規制は，排出さ

れたガスに含まれる汚染物質の濃度や量を制限する

ものであり，場合によっては，工場で使用される燃

料が原材料の質や量を制限する規制である。規制を

遵守しない工場には，法的罰則が適用されることも

ある。これに対し，経済的手段は，企業に対する直

接規制ではなく，企業の利潤最大化とし、う動機に合

致しているインセンティブを利用して，誘導的に環

境目標を達成するメカニズムの総称である。経済的

手段の適応としては1"課徴金J， 1"補助金J， 1"排

出権取ヲIJなどがある。

個別企業ごとの排出規制と税金の規制の違いが一

つある。それは必要な情報量である。既に述べたよ

うに，効率的な資源配分を実現するために，私的限

界便益関数や限界費用関数などの情報を事前に知る

必要がある。原理的には所与の汚染削減目標は，排

出量に一定の上限を設ける規制によっても，また税

や課徴金の市場メカニズムを用いることによって

も，同等の汚染削減の結果を達成できる。 1単位の

汚染量に課徴金を課することによって最適な汚染削

減の水準を実現で、きるし，規制によっても同様の水
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準の排出削減を汚染者に義務づけることができる。

しかし，これらの手段はともに理論的に同等の削減

効果を発揮し得るとはし、え，実際面では重要な違い

が両者の聞には存在する。

汚染除去の場合，排出量の削減費用は種々の理由

から多様となる。異なった企業はそれぞれ異なった

技術を用いて，他より汚染物質の排出削減にうまく

取り組むこともある。同様に，個々の家計におい

て，汚染負荷の高い特定の製品の使用をどれだけ減

らせるかは，それぞれの家計の曙好や水準によって

決まり，それに要する費用も様々である。効率的な

汚染削減政策は，このような個々の削減費用の違い

を反映し，最も安い費用で汚染削減を達成し得る対

策に集中するであろう。

汚染の制御のために市場を利用する方法が有利な

点は，規制による政策より汚染削減努力を経済全体

を通じて効率的に実施できることである。個々の汚

染者について規制当局が汚染排出減少を効率的に実

施しようとすると，個々の主体の費用や状況に関す

る膨大な情報が必要となる。これに対し，価格メカ

ニズムを活用する方法では必要な情報量が大幅に節

約できる。最も削減費用が安い方法は，汚染のため

の課徴金や租税が課せられることを事前に判断して

自ら進んで汚染を削減する工夫をすることである。

市場原理(税などの手段〉を活用する汚染制御方

法の欠点は，環境税や課徴金が汚染レベルに影響を

する場合は，それは汚染者が利益変化に反応すると

いうことを前提にしている。この点は，企業がどの

様な仕組みになっているかに関わっている。すなわ

ち，企業の内部組織は，汚染削減を促す資金上のイ

ンセンティブに対する影響する。とりわけ，規制さ

れた企業や公的企業では，費用最小化のインセン

ティブには必ずしも反応せず，市場的なインセン

ティブは制限されてしまう。

規制と経済的手段のいずれが優れているかという

議論は，一方が，他方より圧倒的に優れていると評

価できない。多くの場合，達成目標を明確にするた

めに，まず規制が先行し，そのあと，それを補完な

いし補強する経済的手段が利用されるケースが多

L 、。

汚染企業が市場で独占的な力を持っている場合，

税手段は困難性がつきまとう。独占企業がその生産

量を低い水準にとどめ，高価格の下で高い利潤を確

保しようとする場合，環境税の方法は規制の方法に

比べて，社会的最適水準から生産を話離させる場合

がある。環境税には二つの効果がある。一つは汚染

を減少させる望ましい効果と，他は生産低下にとも

なう厚生の損失の効果である。

②税・課徴金対補助金

原理的には，補助金は汚染の削減に関し，排出量

を対象にした税や課徴金と同等のインセンティブ効

果を発揮させることができる。現状から削減した汚

染量に応じた額の補助金が与えられれば，個々の汚

染者は排出量に応じた同率の税が課された場合と同

様に，同じ対策技術を採用し，同程度の削減努力を

払うようになる。しかし，実施面をみると，多くの

補助金政策は，直接補助金や税制上の特別措置と

いった形で行われており，具体的な削減そのもので

はなく，特定技術の採用の促進に用いられている。

汚染削減のインセンティブの仕組みとして補助金

を用いる場合と税や課徴金を用いる場合とでは，以

下の 4点で大きな違いがある。

ア.補助基準の定義

税と同等の効果を持つ補助金は，実際に排出され

た汚染量で、はなく削減された排出量に支払われるの

で，現行の排出量と比較されるべき排出量の基準が

明確にすることが必要がある。このため原理的にみ

ると，政策がなかった場合の結果に関して，複雑で

仮想的な評価作業を行う必要がある。

イ.企業の参入，退出への影響

税も補助金も，販売収益には同じインセンティブ

を与えるけれども，企業の得る利潤に対して異なっ

た影響を与える。この結果，長期的に産業構造は異

なった変化をする。

ウ.公共支出

明らかな違いは，補助金の場合は税に比べて公共

支出が増えることになり，補助金の財源を確保する

ために，他の税を徴収しなければならない。一方汚

染に課税する場合は，税収が増え，したがって他の

税を減額する余地が生まれる。

エ.隠された産業保護措置

環境政策において補助金を用いることは好ましく

ない実際上の理由は，時聞を経るにしたがって，こ

の種の補助金が産業の保護措置になっていく危険が

あることである。環境政策の中にあって，このよう

な間接的あるいは隠された形で、産業を保護する措置

は，国際的に議論の的となってきた。 OECD諸国

の間では汚染者負担の原則 (PPP: Pollution Pays 
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Principle)が受け入れられているが， この原則は環

境政策は補助金なしがまず出発点であるとし、う実証

しやすい原則となっている。

課徴金に対する補助金の利点の一つは，地域や部

門の特殊条件を考慮した目標設定が容易であること

である。 PPP原則は，企業の汚染対策費用を政府

からの補助金で処出することを，原則的に禁じてい

る。それは企業聞の自由競争を損なしうとりわけ，

国際貿易に歪みをもたらすためである。しかし，

PPP原則にもいくつかの例外が認められている。

技術的に遅れた国や企業に対する臨時的な措置であ

る場合，過去の行為が原因となって現在の被害が発

生している場合，そして遺留の環境汚染を早急に改

善する必要がある場合などである問。また，環境税

からの収入を，例えば，クリーンな技術開発に対す

る補助金の財源に使うことが考えられる。

③税・課徴金と売買可能な排出権

地球温暖化防止との関連で注目を浴びているのが

排出権取引である。その考えの原型は，大気汚染対

策のために， 1970年代末にアメリカ環境保護庁が

打ち出した「総量規制」という方式である。アメリ

カで、は，これらの方式が 1980年代から現実に導入

された。

排出権取引が導入されるケースとしては，大きく

二つ考えられる。第 1は，既に規制的手段が適用さ

れているところで，新たにその制度へのシフトを認

めるケースである。この場合の前提として，前より

環境が悪化することがあってはならないという「非

悪化原則」が適用される。つまり，総量規制である。

この非悪化原則のもとで，汚染物質を排出する企業

や工場の問で汚染排出量の取引〔金銭的売買〉が認

められる。これは，各汚染源、は，認められている範

囲までは汚染を出すことが許可されている。つま

り，一汚染排出の権利「排出権」を有するとの考えに

基づくものである。この取引は，排出権の売買ない

しは取引である。

排出権取引が導入される第二のケースは，従来特

に規制が行われていなかった物質の排出量を制限す

るために，新たにこれを導入しようとする場合であ

る。地球温暖化対策のための二酸化炭素に関する排

出権市場の創設がこれにあたる。この場合，ある地

域について，汚染物質の排出総量の許容限度が設定

される。同時に，この限度まで汚染物質を排出して

もよいという「排出権」が認められ，排出権は，市

場で自由に売買することが許される(1"売買可能排出

権J)。これは，前述の第 1のケースと基本的には同

じであるが，権利を最初にどのように配分するかと

いう点で新しい問題を提起している。汚染に対する

規制が既に存在してきたところでは，既存の汚染源

は，規制値を越えない範囲まで汚染を出すことが認

められていると L寸意味で，一種の既得権益として

の排出権を考えることである。しかし，従来何の規

制も課されなかった二酸化炭素のような物質につい

て，ある時点における排出量に基づいて排出権を与

えるならば，これまで汚染を出してきた企業は，さ

らにこの権益を得ることになり，社会的にも国際的

にも認め難いことになる。地球温暖化問題は全地球

的な問題であるから，当初の排出権を国家間でどう

配分するかが大きな問題になる。各国の人口や，現

表2-1 国別経済的手段の事例数

排出 製品 デボ 排出権
課徴金 課徴金 ジット 売買

米国 5 6 4 4 

スウェーデ「ン 3 11 4 

カナダ 3 7 1 2 

デンマーク 3 10 2 

フィンランド 3 10 2 

ノーノレウェー 4 8 3 

オーストラリア 5 1 3 1 

ドイツ 5 3 2 1 

オランダ 5 4 2 

オーストラリア 3 4 3 

ベルギー 7 2 1 

ポノレトカツレ 4 3 3 

プランス 5 2 

スイス 3 2 l 

イタリア 3 2 

アイスランド 1 1 2 

日本 3 1 

アイノレランド 2 1 

スベイン 3 

イギリス 1 1 

ニュージーランド 1 

資料文献31)による。
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在の化石燃料消費量をもとに多様な配分方法が考え

られるが，先進国，発展途上国，石油産出国といっ

たさまざまな国家聞における公平性をどう考えるか

が大きな国際的議論になる。

④経済的手段の事例

経済的手法は直接的規制に比較して以下の長所を

有するといわれている。まず第ーに，広範な主体を

対象とする二酸化炭素などの排出を削減する場合，

規制的手段では，個別企業や産業に対する適切な削

減量の割当を定めることが困難であり，結果的に過

大な削減コストがかかる。これに対し，経済的手法

は市場のメカニズムを通じて，それぞれの主体が最

も経済的な行動を自主的に選択することにより，少

ないコストで最適な配分がなされる可能性がある。

第二に，規制的手段では，規制値を越える汚染量削

減に対するインセンティブは欠如するが，経済的手

法は汚染量の削減が経済的な利益に結びつくために

継続的なインセンティブ効果がある。また，経済的

手法は各主体に対し費用と便益に基づく自主的な判

断を求めるため，直接規制に比べ，自己責任の形成

にも資するものといえよう。次に，経済的手法を巡

る国際的な動向を見てみよう。近年，環境税あるい

は課徴金をはじめとする経済的手法の導入の議論が

高まりを見せており，表 2-1のように既に多くの

国々で課徴金などの活用がみられる。

ア.税・課徴金

環境へ直接・間接に悪影響を与える環境汚染物質

の排出を削減する狙いを持つ，多様な税を環境税と

総称する。例えば二酸化炭素の排出を抑制するため

の炭素税，硫黄分の少ない燃料に転換することをめ

ざした硫黄税，廃棄物処理費用を汚染者に負担さ

せ，再利用システムの確立を狙った使い捨て飲料容

器に対する税など各種の税が存在する。また，課徴

金にも，表 2-2のように様々な形態がある。

大気保全の分野では，伝統的に規制的手法が重要

な役割を担ってきたが，経済的手法は規制的手法の

補完としても機能する。なお，近年，大気保全の分

野では，経済的手法はだんだん重要な役割を演じる

傾向もある。特に製品やエネノレギー使用による大気

汚染を対象として，より広範な経済的手法を導入す

ることが考えられている。スウェーデンでは， 1992 

年より窒素酸化物排出課徴金制度が導入された。

1992年には， 20~40%の削減を予想していたが，

実際には予測を大きく上回る 30~40%の削減が達

表2-2 大気汚染に関わる課徴金の例

国 名 対 象 使い道

カナダ 大気汚染許可料 大気汚染対策

フランス 酸性排出物 補助金
(S02' NOx， 
H，S， N，O等〉

ポ… 大気汚染対策

スウェーデン エネノレギ一生産に エネノレギ一生産に
関わる NOx排出 割戻し

日本 ISOx排出量 健康被害への補償

資料:文献6B)による。

j
-

伊
一

の
-

税
干

素
一

炭
一

一
名

句

3

-
2
-
国

表
一

CO，lトンあたり税率

デンマーク

フィンランド

ECU5.5-11.1 

ECU1.1 
〔自動車用燃料を除く〉

オランダ I ECUO.4 

ノーノレウェー | 石 炭 ECUl3.8 
石油 ECUl5.7
ガソリン ECU40.6

スウェーデン l 天然ガス配U37.9

註 1ECU=￥120 (1994年 8月〉
資料.文献聞による。

成された。フランスでは， 1980年に大気汚染の監

視や大気汚染防除技術の開発などを目的とする「大

気質公社」が設立され，同公社の事業のために，政

府に対して特別課徴金を設ける権限が与えられ

た刷。課徴金の使い道は，賦課対象事業者を含む委

員会によって決められるが，全体の 75%が賦課対

象における大気汚染防止施設の設置に当たっての補

助及び大気汚染対策技術の研究開発に，残りの

25%は大気汚染監視網の整備などにあてられてい

る。 1985年からの 5年間の補助により，フランス

全土の硫黄酸化物排出量比で約 8%に当たる量の硫

黄酸化物が削減されたといわれる。

エネルギーの分野では，これまでも，エネルギー

税，優遇措置，補助金などの適用例がみられる。

EC委員長においては， 1991年 9月，燃料と炭素分

とエネルギ一分とに着目した炭素・エネルギー税を

提案した。

イ.排出権売買

排出権売買とは，個々の主体に定められた廃棄物

の排出量をあらかじめ割当て，その排出の権利の売

買を許すものである。排出権売買にも様々な形態が
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あり，例えば，米国では， 1990年大気清浄法の改

正により，酸性雨の防止を目的とした排出許可量の

売買制度が導入されている。これは，全米の発電所

の各ユニットを対象に，二酸化炭素と硫黄の排出量

を 2000年までに， 1980年の排出量に比べて 1000

万トン滅の年間 890万トンとすることを目標として

いる。各発電ユニットに配分される排出許可量は売

買可能である。米国環境庁は，その実行性を高める

ために排出量のモニタリングを行っており，割当て

られた排出許可量を越えた場合には課徴金が課され

る。

1990年 7月のヒューストン・サミット， 1991年 7

表 2-4 売買可能な排出権の例

国 対 象

オーストラリア |塩分低減クレジヅト

カナダ I CFCS、酸性雨コントローノレ

ドイツ |大気汚染

米国 |オゾン層破壊物質の生産、消費
権;酸性雨許容量取引

米国(地域レベル)I大気汚染

資料:文献6叫による。

月のロンドン・サミット，あるいは 1992年 7月の

ミュンヘン・サミット等の国際政治の場において，

経済的手法は，地球環境保全のための重要な環境政

策として位置づけられた。

OECDでは， 1991年 1月の環境委員会閣僚会議

において，環境政策と経済政策の統合を軸とした基

本的な方向が合意され，さらに，加盟各国が経済的

手法を効率的に，かつ広範囲に活用できるように

「環境政策における経済的手法の利用に関する

OECD理事会勧告」を採択，承認した。この中で，

経済的手法を①課徴金及び税，②排出権の市場での

売買，③デポジット制度，④資金援助(補助金)を

あげ，各国の社会経済的状況を考慮しつつ利用する

ことを勧告した。その後， OECDの「税制と環境に

関する作業部会」は 1993年 3月に環境税の導入に当

たって様々な論点を整理し，問題点への対策を示す

報告書を公表した。一方， EC委員会においては，

燃料の炭素分とエネルギ一分とに着目した炭素・エ

ネルギー税の導入に関する EC指令案が EC委員会

で 1992年 5月に採択され，現在，理事会で審査が

継続されている。

註

(註1) 汚染度合という言葉はもともと汚染物質のス

トックに相当している意味を指しているが， ここ

では，簡単に各企業の汚染物質の放出量の和を指

している。本章のモテソレはすべて静学的なモテツレ

であるから，ここでは時間の概念が抽出された。

汚染物質の放出の和と汚染ストックと一致になっ

ている。

(註 2) 制約(2-1.4)が環境経済学の中で一般化される

ことができなし、。浄化能力をもつならば，汚染物

質の放出量が負になることは可能である。例え

ば，鉄鋼産業がの冷却水の場合，工場から流出さ

れた冷却水が，流入された冷却水よりきれいであ

るということは有り得る。しかし，本論文は二酸

化炭素のような地球環境問題をもたらす物質を中

心として分析するから， (2-1. 4)式のような制約

は特に問題にならない。

(註 3) 二つのアプローチは効率上同じだが，経済シス

テムの中で，同一の倫理が必要である。もし， A

企業に対して汚染者が負担原則を実行して， B企

業に対して消費者が負担するとし、う政策を実行す

るならば，明らかに，最適が成立できない。この

理由にとって，国際貿易が激しい競争の国際経済

の中で，統一の倫理が必要である。

第 3章地球環境問題

1. 地球環境問題の解決困難

産業革命以降の人間活動の拡大により，環境への

影響が増大し，環境悪化が顕在化してきた。環境を

悪化させる人間の活動が比較的小規模な場合には，

影響は地域的なものが中心で，地域における対策に

より解決が計られた。そして，地域的に直接に人間

の健康や生活環境へ影響を引き起こす環境負荷が主

に注目されていた。これまでの環境対策はこのよう

な問題認識に沿って整備されてきた。近年の地球温

暖化などの地球規模の新たな環境問題が発生し，従

来の考え方に対し重大な見直しが求められるように

なってきた。

地球温暖化の問題の顕在化は，人間活動の拡大に

対する警告を与えてきた。人間活動のあり方に対す

る危倶は，強い現実性をおびてきた。地球の温暖化

は，全世界共通に影響を受ける問題である。更に，

現在の世代よりも将来の世代になってはじめて影響

が現れる問題である。地球全体の大気は，その利用
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に当たって，だれも経済的費用を支払う必要がな

く，国境を越えて自由に移動し，どの国も占有でき

ない典型的な自由財の性格を持っている。温暖化の

大きな原因であると考えられている二酸化炭素の排

出には，先進国を中心に，世界各国がその活動の規

模に応じて関わっていることから，各国を通じた取

り組みが求められる。しかし，大気の自由財として

の性格から，ある固における対策の効果は他のすべ

ての国に及び，一方，対策をとらない国があって

も，その国に便益が及ぶことを排除できないという

性格があり，フリーライダー問題が生じる。このた

め，世界の協調を確保するための枠組をつくること

が求められる。しかしながら，これまでの制度の枠

組では，将来の世代や人類全体の福祉に関わる問題

を扱う考え方，国際的な対応を進めるための枠組と

責任，さらに，経済活動全体を環境保全型にしてい

くための体制については，いずれも不十分な対応し

かできていない。

地球温暖化のもつ影響面の時間的な広がりは，そ

のメカニズムの複雑さもあいまって，問題を困難に

している。技術の開発や普及を含め，対策について

園内の合意を得ることを難しくしている。特に二酸

化炭素の排出は，エネルギーの利用と深く関わって

おり，このため，経済社会のあり方と密接な関係を

もっている。さらに，利害や立場を異にした多数の

関係者が対策に関与することは困難である。二酸化

炭素は日常的経済活動や生活から広く発生するもの

であり，対策を実施する際の対象範囲も極めて広

く，それが及ぼす影響も大きいと予想される。特

に，温暖化は地球規模で生じ，対策も全世界的に行

われるため，利害や立場を異にした世界の各国の参

加を得る必要がある。また，世界の国々には技術，

費用などの面で有効な対策を取れない国もある。

かつての典型的公害特題は，工場のような特定の

発生源から出される排煙，排水などが周辺の環境に

悪影響を与え，悪化した環境が人に被害を生じさせ

るものであった。この問題については，その発生

源、，影響及び因果関係が認識しやすく，また，住民

が自らの生活への影響を実感することも容易であ

り，問題の重要性やその所在が分かりやすく，対策

を求める意見や行動をとりやすし、。しかし，地球環

境問題に珍いては，その影響が実感しにくく，原因

や因果関係が複雑である。この点が，地球環境問題

の解決を困難にしている大きな要因といえよう。

影響が実感しにくい点は，第 1に，環境問題の空

間的広がりが問題の認識，理解を困雄にしている。

第 2に，地球温暖化のように，将来になって大きな

影響を生じるとし、う意味で原因と結果の聞に時間的

ずれがあり，現在に生きる世代に実感しにくい面が

ある。第 3に，有害物質による人体への影響のよう

に直接知覚される問題は，人々の注意を喚起しやす

い。しかし，慢性的に影響をもたらす地球環境問題

のような長期に様々な影響を及ぼす問題は，実感し

tこくし、。

地球環境問題のように，空間的，時間的広がりを

持つ問題や，関係者が多様にわたり日常的な経済，

社会活動によって生じる問題は，便益聞にアンバラ

ンスがある。環境に影響を与える活動を行う者と影

響を受ける者との違いや，環境から便益を受ける者

と，対策の負担を被る者の違いなどが従来の問題と

は異なり，対策への取り組みを難しくしている。

2. 一国の最適環境基準と世界規模の最適環境基準

の矛盾

第 2章で，一国の場合には，政府の環境政策に

よって，政府が目指している環境基準を達成できる

ことを明らかにした。この環境基準がその国にとっ

ては最適であることを論じた。もし，世界がこの一

国のみによって構成されるならば， この環境基準が

この固にとって最適であると同時に，世界にとって

も最適となる。しかし，世界は 1つの国だけではな

く，複数の国々によって構成されている。一国の政

府が環境基準を定めるとき，この届の政府は国の私

的利益と国の社会的コストのみを考慮するので，こ

の固から他国への外部性が生じる。したがって，こ

の国の最適環境基準は世界にとって最適ではない。

つまり，それぞれの国の政府が国内の企業に規制し

たり，環境税を実施したりしても，国際環境問題が

発生する。その理由は各国の政府にとって国外への

外部性を考慮するインセンティブが存在しないから

である。

一国の政府はコントロールによって自国の最適状

態の環境を達成できると説明した。それは政府が自

国の集計的な選好や，企業の汚染防止コストに関す

る情報を完全に得て，政策を実行できるからであ

る。勿論， この仮定は現実的ではないが，国際環境

問題の研究には一般的な仮定である。

世界は多数の主権国家によって構成されている。

国家の主権と L、う言葉は，国家が他国の意思によっ
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なって，主権は制限されることになる。この場合

は，国連はまるで一国の議会あるいは世界政府とし

て機能し，世界は一国の場合と同様に，最適な環境

政策が実行できるように見える。この問題の核心

は，国連は一国の政府が自国に対して強制力を持つ

ように，世界の各国に対しても強制力を持つような

「政府」と同様な権限を持っているかどうかである。

答は明らかに否である。国連の場合は少なくとも常

任理事国が拒否権を持っている。つまり，この五つ

の常任理事国の合意がなければ，強制的な決議は成

立しないの
図3-1 外部コストの過小評価と効率のズレ

一国の政府が自国の圏内の環境政策に関する最終
註 :MECは世界全体の限界コスト曲線、 MEC'自国の限

界コスト曲線 決定権を持っていることは，政府が自国の領内で最

て支配されることのない対外的な独立権と対内的な

最高の支配権，統治権を意味する。対内的には国の

政治のあり方を最終的に決定する権利を指し，統治

権と同義に用いられる。対外的には外部の支配に従

属せず，対外，対内関係を自国の力で決定できる独

立性を指し，国際的独立権を意味している問。この

定義によって，国は自国の環境政策に最終的な決定

権を持っているが，外国の環境政策を決定できない

という根拠が規定される。

従来，国家の主権という概念は，国家権力の最

高・独立性を強調する文意で用いられてきた。国家

が国際法に拘束されることを説明する際にも，それ

は国家が自主的に課した自己制限にほかならないか

ら，その最高・独立性と矛盾しない。しかし，国際

組織の発展と共に主権に関しでも新しい問題が生じ

てきた。国際組織の決議が全会一致で行われ，その

決議が拘束力のない勧告的なものである場合には，

主権との関連で問題は生じない。しかし，多数決で

決議がなされたり，決議に拘束力が認められるよう

になると主権制限の問題が生じる。特に問題となる

のは国際連合である。国連は，加盟国の主権平等を

基礎として組織されている。しかし，国連では多数

決によって決議がなされる。この場合も，その決議

が勧告的なものであれば，各国の主権は最終的に留

保されていると言える。ところが，安全保障理事会

が強制措置に関連して行う決定は加盟国に対する拘

束力を持っている。決議に反対した国，決議に参加

しなかった国も法的に拘束されることになり，自己

の意思に基づかず他の権力主体に拘束されることに

適政策を実行できる要件である。国際環境問題の場

合も，もし，地球環境問題に関する国際合意(条約〕

があれば，この問題は解決できる。しかし， この問

題に関する国際合意がない場合は，地球環境問題は

各国の自主的な政策では解決されなし、。

ここでは国家単位のフレームワークで分析する。

一定の価格基準でその国の財を集計して， 1つの複

合財(この複合財を GDPと考えてよろししうを生産

する。国の効用はその国の集計の効用である。この

国の効用はその国の財と環境質に関する関数であ

る。つまり Ui(Yi，P)。

ここではY1はi国の GDPであり， Pは環境質

を測る変数である。環境質は各国にとって同じであ

り，純粋公共財の性質を持っている。環境質を測る

変数 Pを定義する。つまり ，P= "2. ~Ei。この式の

意味は，各国が放出した l単位あたり汚染物が環境

に与える影響は同じであるということである。

i園以外のすべての国の放出量はPi="2.Ejであ
Jヰドz

る。

一国の生産可能集合はFi(Y;， Ei， Ri)=Oであ

る。

一国の資源は一定と仮定する。かつ資源が十分に利

用されるならば，

Eう=t.CEi) /[>0， /['<0と設定できる。

i国の効用は Ui(Y;， P) = Ui(fi(Ei)， Pi十Ei)=Vi

(E.， P.)になる。

ここでは Eiはi国が経済活動にともなって放出し

た汚染物の量である。 Piはi国以外の国の放出量

である。ここで注意すべきことは第 2章で分析した

ように，一国の総生産が多ければ，多いほど良いと

いう訳ではない。一国にとってその国の私的限界生
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が得られやすい。つまり，もし，パレート結果がこ

のモデルの均衡から得られないならば，多国のモデ

ルからも得られないという意味である。 A，B二カ

国の場合， EAはA国の放出量である。 PAはB国

の放出量である。つまり ，PA = EBo (E* A， E*s)は

均衡点である。ここで， A国の放出量はE九であ

り， B国の放出量はE九である。注目すべきこと

は， A国がE九を放出するとき， B国にとって最適

な放出量はE九である。同様に， B国がE九を放

E 出するとき， A国にとって最適な放出はE九であ
l 

る。どちらの国にとっても一方的に放出量を変更す

図3-2 国の外部環境と国内汚染物質放出量の無差別曲線 るインセンティブがなし、。この点を Nash均衡と呼

ぶ。明らかに， (Et E~) は非効率である。なぜな

らば，両国が，もし放出量(生産量〉を減らすなら

EB 

E*8 

EOB 

O 

図3-3

EOA E*A EA 

ゲームモテソレによる二国間然汚染物質放出量の
均衡

産利益とその社会限界コストと等しいところで生産

することがその国にとって最適である。 (E"P，) 

空間で， i圃の無差別曲線を表すと図 3-2のように

なる。

Pは悪い性質の公共財であるから，図の上辺の無

差別曲線は低い効用を表す。他の国の放出量が Pi1

の時，1国の最適な放出量はE*'lである。他の国の

ば，例えば (E~， EZ)で生産すれば，両国ともに

効用を増加できる。

図3-4で両国の効用無差別曲線は (Et EZ)で

接している。この部分では，他の国の効用を下げな

いままで， 自国の効用を増加することは不可能な状

態になっている。この条件を満たすような (E~，

EZ)はパレート効率の状態である。しかし，条約

がない限り，この点は達成できない。仮に， B国が

地球環境問題を解決するために，先に自主規制の行

動をとるならば，つまり， B園がE九の放出量を

EOsの放出量にまで削減すれば， A国にとって，自

国の最適な放出量は E1Aである。 B国の自主削減に

よって， A国の効用はa，曲線の効用まで増加でき

る。この効用はもちろん均衡状態 E*のa1曲線の

効用より大きい。パレート最適点の a。曲線の効用

よりも大きい。これによって A国の放出量を EO
A

でセットするインセンティブはない。 A国にとっ

てE1Aの放出量を出すことに対して何も制約がない

放出量が P"の時， i国の最適な放出量はE，，*であ E 18 

る。社会的な限界コストの逓増により以下の関係が

導かれる。 E08

P">Pi¥=争Et，<E1，.

ここでは単純化のために 2カ国を仮定して分析す

る。再交渉立証の精神(注1)によって，ある結果は

二国聞のゲーム(註 2)において，均衡(註 3)でな

ければ，多国間のゲームにおいて均衡にならない。

ここで抽象化されたモデルは現実より「良い結果」

EOA E1A 

図3-4 Nash均衡から訴離している最適放出量
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から，国民の厚生のために， E1Aは当然、の結果とな

る。 A園のこの利己的な行動によって，B国は自

主規制政策で，自国の効用が b3曲線の効用まで下

がってしまう。 B国にとってこの状態の効用はもち

ろん EO
状態の効用より小さいが，均衡点 E*の状

態よりも小さし、。つまり， B国がこの「良い」行動

によって自国の効用を上げることができなく，下が

るだけである。もちろん「理性的JB国はこの結果

を事前に知っているから， B国はこの自主規制の行

動を取らないであろう。しかし，もし条約があれ

ば，問題は違ってくる。例えば， A， B両国が地球

環境問題を解決するために，両国の放出量をそれぞ

れE九， E九から， EO
A， EO

Bまで削減する合意、をす

れば，両国は国際条約の制約によってこの合意され

た水準以上の放出量を放出で、きないから，両国は心

配なく，自国の放出量を削減できる。

地球環境問題は経済学的にはパレート状態によっ

て生じている。パレート効率になるならば，地球環

境問題の経済学的な解決は可能である。静学的なモ

デルの中で，無差別曲線に一定の性質があれば非

効率的な Nash均衡は一般的に唯一である。しか

しパレート効率の状態は唯ーではない。

異なるパレート状態が両国にとってそれぞれ異な

る効用と対応している。すべてのパレート効率の状

態が Nash均衡状態と比較して，すべての固にとっ

て望ましい訳ではない。図シ5のように CC曲線上

の状態がパレートである。 cから Csまで，B国の

効用は高い効用から低い効用へと変化する。逆に，

A国の効用は低い効用から高い効用へ変化する。 C

1，点の状態はパレート効率であるが， A国にとって

EB 

o 

図3-5 パレート効率曲線の決め方

もともとの Nach均衡より更に悪化している。 C2

点の状態では，非効率な Nash均衡の状態を改善す

ることによって生じた利益がすべて B闘に吸収さ

れている。 A国は環境を改善することに協力した

が，協力によって生じた利益の配分に預からない。

Nash均衡状態より改善されたとはし、えない。 C3点

の状態は両国にとって利益がある。パレート効率の

状態はこの CC曲線上のすべての点であり，無数の

可能状態である。この無数の可能状態によって多国

間の協力参加には多くの困難が持ち込まれる。パ

レート効率の非一意性によって達成される状態が決

められなし、。 A，Bにとって C2，C.の聞のすべて

の状態は Nash均衡の状態より望ましいが，具体的

にどこの状態で合意するか，決定ができない。

3. 国際協調の難点

① 協力の結果の非一意性

合意の結果に関する協力ゲームは図 3-6で分析で

きる。 N点は Nash均衡と対応している。図 3-5

の中の CC曲線はパレート効率の状態である。この

曲線のすべての領域で，他国の効用を下げないま

ま，自国の効用を増加することは不可能で、あるか

ら， CC曲線に対応した効用は閲 3-6でフロンティ

アになる。混乱をさけるために，図 3-6のフロン

ティアは同じ記号で表す。図 3-6のCC曲線は決し

て図 3-5のCC曲線と同じでないことに注意すべき

であるo 図 3-5のCC曲線は放出された汚染量で、あ

る。図 3-6のCC曲線は図 3-5のCC曲線上での状

態と対応している効用である。

図 3-6からみると，両国が協力して，各国の放出

量を C2C.の聞に設定すれば，両国にとって利益が

U
D
 

U
 

UA EA O 

図3-6 協力ゲームにおける解の存在性および非一意性
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ある。このとき両国の効用は図 3-5のC2C，と対応

している。両国とも利益があるにも関わらず，両国

が具体的にどの点で合意するか，簡単に決められな

い。例えば， A国はできるだけ C.の状態に近いと

ころで合意したいが，逆に， B国はできるだけC2

の状態に近いところで合意したし、。単純化のため

に，例えば，地球温暖化の問題を解決する目的で，

放出権を各国に割りる案を想定すれば，各国はでき

るだけ自国により大きい放出権が割りあてられるよ

うとする。現実の世界の中には，温暖化に関する合

意の手段は技術移伝，資金援助など種々あるが，実

際に放出権が市場で取り引きできれば，資金援助の

手段はすべてこの放出権の割りあて方法と同様に対

応できる。図 3-5，図 3-6のそデルは一見して単純

であるが，問題の本質である合意の難点はこのモデ

ルに含まれている。

第2章で，述べたように，二酸化炭素を削減する

ことと，その闘の GNPを抑制することは強い相関

関係があり，その国の生活水準，福祉水準，さらに

その国の財政上の問題と深く関わっている。国際合

意がなければ，一国が大幅な削減政策を実施して

も，その国の環境悪化，地球温暖化の解決を大きく

改善する期待は薄い。

② 温暖化対策を巡る対立

地球温暖化問題を巡って，先進国と発展途上国と

の聞で深刻かつ複雑な意見対立がある。また先進国

の中で各国はその立場によって問題に対する取り組

み姿勢が異なっている。すなわち，先進国では西欧

諸国が積極的な施策の導入姿勢を見せているが，ア

メリカは三酸化炭素の排出目標を設定することに抵

抗を示している。日本はその中間であるが，当初は

アメリカに歩調を合わせていたが，最近では温暖化

問題に積極的に取り組むようになっている。また，

発展途上国では， NIES諸国など比較的経済発展の

進んだ国や， ロシアや中国など資源大国，東南アジ

アや南米の熱帯雨林国， f自社会主義国の東欧諸国，

そして資源小国や最も開発の遅れた国々等その立場

の違いから，先進国への対応や自国の開発戦略は異

なっている。さらに， OPEC諸国の石油産出国と

しての特別の配慮を求めている。

ア.先進国と発展途上国の対立

地球環境問題に関する議論はまず責任論である。

開発途上国は，先進国が，産業革命以来，経済発展

を追求するあまり，自然資源を過剰に消費し，ま

た，大量の廃棄物を放出して環境に負荷を与えてき

たと考え， こうした先進国にこそ，今日の環境問題

の責任があると主張した。地球温暖化問題では，大

気中の二酸化炭素濃度の上昇の大部分は先進国から

の排出に起因するもので，その責任は先進国自らと

るすべきものであり，地球温暖化を理由として，開

発途上国の工業発展や，森林伐採を制約するのはお

かしいという意見である。こうした主張の背景に

は，開発途上国では貧困からの脱却が最優先の課題

であり，また，それが環境問題への対策としても有

効であるとする考えがある。

他方，先進国からは，今日の地球環境問題は全世

界共通の問題であり，温暖化やオゾン層の破壊など

の地球環境の悪化の被害は，先進国，開発途上国の

区別なく被るのだから，先進国，開発途上国を問わ

ず，地球環境問題に対して共通の責任があり，協力

して取り組み，二酸化炭素を削減しなければならな

いと主張した。

発展途上国にとってさらに心配なことは，自国の

主権が侵害されることである。開発途上国は，領土

内の自然資源については，自国の環境・開発政策に

したがって自国の自然資源を自由に利用する権利は

尊重されるべきである。また，地球上のすべての人

聞は豊かな生活水準を享受する権利があり，そのた

めに開発する権利を有することを主張した。

地球温暖化対策をはじめとした地球環境問題を巡

る先進国と発展途上国の対立は，広範囲にわたり激

しい。先進国は，環境破壊を伴いながら経済成長を

推し進める発展途上国の姿勢に警告を発する。これ

は先進国の過去の歴史を教訓とし，同時に今後の地

球環境維持を狙ったものであるが，発展途上国は自

分の放出量が先進国と比べて，相対的に少ないか

ら，先進国が先に責任を果たすべきであると主張す

る。また，先進国の犠牲になって，自分たちの経済

成長を断念することはできないとの認識がある。経

済成長は発展途上国の当然の権利であると主張す

る。地球環境問題を議論するならば，先進国が相応

の資金援助をすべきであり，しかも，それは「援助」

ではなく当然の「補償」であるとも主張する。また，

持続可能な開発を現実のものとするには，先進国に

よる国際協力が不可欠である。特に資金援助が不可

欠となる。 UNCTAD事務局の試算によれば，持続

可能な開発を進める上で毎年約 1，250億ドルの資金

が必要とされる。先進国からの ODA援助総額は，
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現段階ではその半分も満たされていない。

イ.先進国同士の対立

地球温暖化問題に対する取り組みを考える上で，

先進国同士の対立も見逃がせなし、。この対立は，

もっぱら欧州諸国とアメリカの対立で理解されてい

るが，欧州諸国内部でも足並みが一致している訳で

はない。以下では，温暖化問題に対する取り組み姿

勢をいくつかのグループに分けて考察しよう。

a) 積極的推進派〔北欧諸国，オランダ，カナ

ダ， フランス， ドイツ〉

北欧諸国，オランダ，カナダは環境問題に関する

国際会議において常に国際世論の盛り上げや新しい

国際ルールづくりに積極的な役割をはたしてきた。

スウェーデン，ノルウェー，フィンランド，オラン

ダでは既に炭素税も導入されている。

スウェーデンは 1972年に自国で開催された国連

人間環境会議(ストックホノレム会議〉以来，一貫し

て国際的な環境保全問題に対し熱心に対処してき

た。特に，国連の欧州経済委員会，国連環境計画管

理理事会 (UNEP)，気候変動に関する政府間パネ

ル(IPCC)等において積極的な役割を果たしてい

る。

オランダも， 1989年の大気汚染と気候変動に関

する国際会議の主催国となった。また，早くから積

極的な環境政策を施行し，二酸化炭素の排出削減目

標を設定しその具体化に向けて動き出している。

1987年にモントリオール議定書が締結され，オ

ゾン層保護のために特定のフロンなどの生産・使用

を向こう 10年間に半減することが国際的に合意さ

れたのも，カナダ政府主催の会議においてであっ

た。また温緩化対策としての二酸化炭素削減への具

体的な目標設定を提案したのもカナダ政府である。

フランスは，従来 EC共通環境政策には反対ない

し消極的態度を示してきた。しかし， 1989年 3月

にはオランダとノノレウェーの協力を得たうえで，地

球大気に関する首脳会議(環境サミット〉をオラン

ダのノ、ーグで開催し，ラーク'宣言を採択した。この

ときフランスが当初意図したのは，強力な権限を

持った温緩化防止こための新しい国際機関の設立

だった。しかし，一部の国から IPCC等既在機関の

拡充を図るのが先決との意見が出され，フランスの

もくろみは挫折した。フランスが温暖化対策ですば

やく積極的推進派へ方向転換したのは，政治経済的

な背景がある。まず第一に，二酸化炭素排出削減の

必要性を唱えることの裏には，全発電量の 65%以

上を原子力に依存する世界ーの原発推進国である事

情がある。第こには， EC統合を目前にとらえて，

温暖化問題をきっかけに独自の政治的イニシアティ

ブの発揮を目指した。

旧西ドイツも，従来は環境保全への国際的取り組

みに対して消極的であった。特に酸性雨問題では，

被害国である北欧諸国からの提案に対し，長い間一

貫して消極的な対応に終始してきた。温暖化問題へ

の対応についても同様で、あった。しかし， 1989年

11月にオランダでひらかれたノールドベイク会議

以降，旧西ドイツ政府は明確に従来の姿勢を 180度

転換させた。その流れに沿うのが翌 90年 6月の閣

議決議であり，それによると 2005年までに二酸化

炭素排出量を 1987年レベルより 25%削減していく

という，極めて大胆な目標を設定した。

b) 慎重対応派(イギリス， 日本〉

先進国の中でもイギリスと日本は，地球温暖化の

予防策として二酸化炭素排出量削減策をとることに

慎重姿勢を見せている。

イギリスの場合は国益を優先する姿勢が強く，

EC共通環境政策の推進には冷淡な対応をとり続け

てきた。しかし， 1990年 5月にロンドンで開催さ

れた IPCC第 1部会では，サッチャ一首相自ら

2005年までには二酸化炭素排出量を 1990年レベル

に抑制する用意があると言明した。その直後の 6月

のEC環境大臣会議では， 2000年までに二酸化炭

素排出量を安定化させるという EC共通目標の設定

に反対の態度を表明した。サッチャ一首相の発言の

背景には，民営化が困難な原子力発電所のために

「原発推進税」を導入する構想があり，その根拠と

して温暖化対策を利用したという経緯があった。

従って，その後原発推進税の導入が思或通りに進ま

なくなると，再び温暖化対策への意気込みも消えう

せてしまった。

日本は，温暖化問題に関する一連の国際会議の舞

台では，伝統的にアメリカの主張にほぼ同調する立

場をとり，むしろ消極的な立場をとってきた。これ

は，圏内的には通産省サイドの主張が通ってきたこ

とを意味するが， 1989年 11月のノールドベイク会

議では温暖化対策に積極的姿勢を見せる環境庁サイ

ドとの対立があった。この会議では，結果的に通産

省サイドの主張が通ったが，これを境にしてある程

度は日本独自の立場を示すようになってきた。 1989
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年 5月には閣議によって，関係行政機関の緊密な連

絡を確保するために地球環境保全に関する関係閣僚

会議の開催が決められた。 1990年 10月には 1人

あたり二酸化炭素排出量を 2000年以降，おおむね

1990年レベルで安定化させることなどを内容とす

る「地球温暖化防止行動計画」を策定した。ただし，

この行動計画の目標設定に関しては内外から，現状

追認型の慎重な対応を態度表明したものにすぎない

との批判もでている。

c) 抵抗派〔アメリカ〉

アメリカは世界で最大の二酸化炭素排出量国であ

り. 1988年に全世界の二酸化炭素排出量の 25%を

占めている。その圏内事情を反映して，温暖化対策

としての二酸化炭素排出量の削減はもとより，その

安定化に対しても一貫して抵抗姿勢をとり続けてき

た。 1992年の地球サミットで締約された「地球温暖

化防止条約」でも，アメリカの主張を大幅に取り入

れた結果，二酸化炭素の排出抑制の目標も当初考え

られていたものから比べて大幅に後退したものに

なってしまった。

アメリカ経済が二酸化炭素を大量に発生させてい

るのは，エネルギーの需給構造から明らかである。

需要面でみれば，都市構造はアメリカ文明を代表す

る自動車を中心とした交通・輸送システムに過度に

依存している。このため，石油を大量に消費する経

済構造は簡単には変革できない。さらに，ガソリン

価格がヨーロッパの約4分の lと低いにもかかわら

ず，政治的にガソリン税を引き上げることが困難と

なっているのは，温暖化問題への対応を困難にして

いる。一方，供給面では，石炭・電力問題がある。

アメリカには大量の石炭があり，その埋蔵量は 300

年分と推定されている。 1990年に，アメリカは約

10億トンの石炭を生産し，そのうち 78%が電力で

消費されている。

ウ.発展途上国間相互の対立54)

1991年 6月. 44カ国の発展途上国が参加して「環

境と開発に関する開発途上国会議」が北京で開催さ

れ，北京宣言が採択された。この宣言において，発

展途上国が一致して主張したのは以下のことであ

る。すなわち，温暖化対策としての二酸化炭素排出

規制は，基本的に先進国サイドの責任と負担におい

て行われる必要がある。また，先進国は発展途上国

に対して，新たな枠組での十分な資金援助(補償〕

と特恵的な技術移転を行うべき義務があると主張す

る。

しかし，発展途上国の足並みが一致しているわけ

ではない。これは，発展途上国といっても，その発

展段階によって，あるいはエネルギー資源の保有国

がどうかによって立場が異なるからである。例え

ば. OPEC諸国は化石燃料，特に石油の使用抑制

に対して非常に神経質になっている。石油使用の抑

制はそのまま国家収入の減少を意味するからであ

る。また，移行期にある旧社会主義諸国も，二酸化

炭素の排出抑制はただでさえ停止気味の生産活動に

対する新たな制約条件となることから，特別な配慮

を求めている。

いずれにしても，多くの発展途上国にとっては，

環境保全の重要さは総論として賛成しても目前の経

済開発と比較すると，明らかに経済開発が優先され

る状況にある。いかにして自国がより早くテイク・

オフできるか，そのためにいかにしてより多くの先

進国から援助を獲得するかを巡って，発展途上国間

相互でも内部の競争があるのである。

地球環境問題の合意に関する各国の対応、が慎重に

なっているのは理由がある。地球温暖化の問題を根

本から解決するためには，現在の二酸化炭素の放出

量の 70%を減らさなければならなし、。既に炭素税

を実施しているいわゆる環境保護先進国の北欧諸国

は二酸化炭素の抑制目標はせいぜい 1990年のレベ

ルで安定させるという目標である。この目標は温暖

化の問題を解決できるまでの水準にはほど遠いので

ある。例えば税金調整手段(最も効率的な手段)で

この目標を達成するために，炭素単位に税金を課す

システムを世界で運用するとする。炭素税によって

炭素中心製品の消費者価格は高くなるが，生産者価

格は低くなる。この炭素税の実施によって各国に生

じる影響はさまざまである。各国がこれによって生

じる利益・損失の差も大きく違うであろう。もし，

炭素エネルギー原料に関する供給の価格強力性が低

いならば， この炭素税は生産者によって大きく負担

され，一般的に OPECの国々はこの炭素税に不満

であろう。逆に，供給の価格弾力性が高いならば，

消費者によって大きく負担される。この場合は

OECDの国々に対して，消費者の不満が集まるに

ちがいなし、。国の産業構造によって炭素税に対する

負担も違ってくる。エネルギー集中産業，例えば，

鉄鋼，化学工業など産業を中心とする固と，これら

の産業を中心としない国との態度には違いがある。
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炭素税手段で二酸化炭素を減らすということに議論

がなくても，炭素税によって集まった資金はどう分

配されるか，どのような用途に使われるかという問

題がある。この問題はおよそ税手段による問題が大

きい。なにしろ，炭素税により徴収される金額は相

当大きい。Whalleyand Wigle51
)が一般均衡モデ

ノレでこれを試算した。彼らの試算の結果，

1990-2030年の 40年間で，もし，世界の二酸化炭

素がこの期間のベースラインの 50%を減らすなら

ば，徴収された税金はおよそ 40-50兆 Ctrillion)ド

ル (90年価格〉であり，これはこの時期の世界の総

生産の 10%にのぼる，炭素エネルギー中心の製品

の消費価格の 85%は税金に当たる。炭素の 1トン

当たりの税金は460ドルである。このモデルは世界

を6つの地域(グループ)， EC，北アメリカ， 日本，

他の OECD，主要石油輸出国，発展途上国に分け

て，以下のシナリオで試算した。

1.製品段階で各国の政府によって税金を徴収する。

各地域でベースラインの 50%の二酸化炭素の放

出量を減らすことを目標とする。

2. 消費段階では各国の政府によって税金を集中す

る。各地域で 50%の二酸化炭素の放出量を減ら

す。

3. 世界における国際組織(例えば，国連)によって

税金を徴収することとし，それを各国に人口割合

で分配する。世界の 50%の二酸化炭素の放出量

表3-1 炭素税で50%CO2削減による

各国私的利益の変化

生産ベース 消費ベース
国に集中 国に集中

EC 
-3.840.5 -1，006.1 
(-4.0) (-1.0) 

北アメリカ
-5，494.4 -4，576.5 
(-4.3) (-3.6) 

日本
-1，459.6 215.3 
(-3.7) 0.5) 

他OECD
-487.0 -440.1 

(-2.3) (-2.1) 

石油輸出国
1，191.4 -4，901.9 

(+4.5) (-18.7) 

発展途上国 -9，392.3 8，994.4 
など 〔一7.1) (-6.8) 

全世界
-19.482.4 -19，704.1 
(-4.4) (-4.4) 

資料.文献51lによる。

国際機関
に集中

-3，724.5 
(-3.8) 

-12，442.0 
(-9.8) 

-366.9 
(-0.9) 

-939.9 
(-4.4) 

-3，416.7 
(-13.0) 

2，371.2 
1.8) 

-18，516.1 
(-4.2) 

を減らす。

4，各国独自の税率で，世界の 50%の二酸化炭素の

放出量を減らす。各国の 1人当たりの二酸化炭素

の消費量と同じになる。

この 4つの案によって各国に生じる経済損失と利

益は様々である。このモデルの試算結果から有益な

示唆が得られる。まず，試算の結果を見ょう。

表 3-1の第 1列は生産段階で，各国の政府によっ

て独自に徴収して，この集中された税金はその国の

税源としてその国で使われる。この炭素税は間接税

の一種であるから，その国で資源再分配の役割をは

たし，その国の厚生は一部失われてしまう。 Hick.

sian補償変分で，この炭素税によりその国の私的

利益(環境改善の利益は含めていなしうの変化分を

推測した。

表3-1の第 2列は消費段階で各国の政府によって

独自に徴収して，徴収された税金はその国の税源に

なる。同じく， Hicksian補償変分で各国の私的利

益の変化分を推測した。

表 3-1の最後の列は国際の組織によって徴収し

て，徴収された税金は各国に人口の割合で分配す

る。

表 3-2は各国の 1人あたりの放出量を同じにし

て，世界の放出量を半分に減らすことによって生じ

る各国の利的利益の変化分である。これも Hick.

sian変分で各国の私的利益(環境の改善によっても

たらす利益を含めない)を推測した。

第 1案(生産段階で各国徴収〉で、は，石油輸出国

以外の国はすべて私的利益が減少になる。化石燃料

に税金をかけたとき，化石燃料の純税率は 560%に

上り，化石燃料の輸入国に負担をかけてしまう。特

表3-2 各国の人当たりの二酸化炭素の放出量が
同じ場合の各国の私的利益の変化

EC 6，220.3 (-6.4) 

北アメリカ 23，698.5 (-18.6) 

日本 -985.0 ( -2.5) 

他OECD -1，431.2 (-6.7) 

石油輸出国 -3，959.8 ( -1.2) 

発展途上国 -1，549.9 ( -1.2) 

全世界 37，844.7 ( -8.5) 

資料:文献51)による。
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に，途上国の負担が最大である。この場合は発展途

上国は発展のチャンスがなくなると言っても過言で

はなし、。

第 2案では石油輸出国の負担が最大である。各国

の炭素税によって，化石燃料の粗価格〈税金が含む〉

は急騰し，それによって化石燃料の使用は減少す

る。よって，石油輸出国の石油輸出は減少しなけれ

ばならない。他方，純価格(税金が含まなしうは下

落し， この二重の要因によって石油輸出国の収入は

減少する。

第 3案(国際機関による徴収〕では，途上国が事

実上，私的利益を得られる。この案で世界トータル

の私的利益の減少分は最少である。

第 4案では先進国の負担が最大である。この案で

は世界トータノレの私的利益の減少分は最大で、ある。

この 4つの案はすべて世界の二酸化炭素の放出量

が半分になる。地球温暖化の問題を解決するための

物理的な効化はすべて同じである。温暖化によって

生じた社会的コストの減少分は4つの案すべて同じ

である。この点に留意しよう o 効率的面からみれ

ば，私的損害が最も少ない案が最も効率であると言

える。

第 1案，第 2案は，各国ともに同じベースで

50%の二酸化炭素を削減する。各国が同じベースで

削減すするという案は途と国に最も反対されている

案である。途上国が生産し，消費した炭素分はもと

もと先進国よりずっと少なし、から，同じベースで削

減するのはおかしいという，途上国の反論がある。

この反論の裏には，途上国がこの案から受ける打撃

が最大である理由による。

第 3案は最も注目された案であり，途上国にとっ

てもこの案が最も望ましい。だが，先進国が簡単に

同意できるわけではない。もし，地球上すべての

人々が二酸化炭素を放出する権利は同じであるとい

う倫理が認められ，かっ放出権の取引ができるなら

ば，第 3案はこの倫理観に基づく放出権の分配案に

一番近い結果となる。

第 4案は人々が二酸化炭素を放出する権利は同じ

であるという倫理観に基づく放出権の分配案であ

る。但し，放出権の取引は行われない。明らかに，

第 4案は第 3案に完全パレート支配されている。

註

(註1) 第4章の〔註〉を参考のこと。

(註 2) ゲーム理論は，利害をことにする複数主体聞の

相互依存関係を厳密に表現し，その構造を分析す

るものであって，実証的側面と規範的側面との両

面を持っている。ゲーム理論は，行動し意志決定

する主体をプレーヤー (Player)と呼び，プレー

ヤーを明確に定義することから出発する。そして

各プレーヤーとりうる行動の集合を定義する。こ

こで行動というのは，生産量，汚染放出量，政策

などを意味し，プレーヤーのとる一連の行動コー

スをあらかじめ計画したので，しばしば戦略

(strategy)とよばれる。プレーヤーが相互依存

関係のもとで，なんらかの行動の結果得られるも

のを利得 (payo妊〉とよぶ。

一般的にゲームにおいて，各プレーヤーが全く

自己の意志、のみによって行動を選択するゲームを

非協力ゲーム (non-cooperationgame)あるし、

はゲームといい，とるべき行動を規制しあうこと

のできるゲームを協力ゲーム (cooperation

game)という。現実の結果はゲームの均衡点で

あると考えられる。したがって，ゲームの均衡を

分析するのは現実の結果を予測することに当た

る。均衡点の概念は(註 3)を参考のこと。

〔註3) N人ゲームの均衡点配下のように定義される。

プレーヤーの集合を N={l， 2，…n}， プレー

ヤーiの戦略集合を Si，利得関数をしとしたと

き，戦略の組n*= (st，…， s ~)，利得ベクトノレ

x2= (Xl*，...， Xn
2
) がすべての iについて，

x1==yy!axflCSr，...， s1-1， Si， S1+1，...， s:) 
SiESi 

をみたすとき，げを戦略についての均衡点とい

う。このゲームの均衡点の概念はNash(JohnF. 

Nash. Jr)によって定義されたので， Nash均衡

(N ash equilibrium)ともよばれる。ただし，一

般には均衡点はただーっとは限らず，また利得に

関する均衡点はノミレート最適であるとは限らな

L 、。

第 4章地球環境問題と国際合意の必要性

静学的なモデルによる研究は数多くある7)，19)，30)。

すべての研究は環境問題が囚人のジレンマによって

パレート非効率性を生じると指摘している。囚人

ゲームが繰り返しプレーされるとき，パレート非効

率性の問題は解消できる。つまり，パレート効率は

Nash均衡(註1)およひ守パーフェクト均衡(註 2)

によって支持される。従って，最近の研究はダ、イナ

ミックゲームで地球環境問題を論じ，地球環境問題
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が動学的モデノレの中で、解決で、きると述べている 10)。

更にノ4レート効率の結果が Markov-perfect戦略

(注 3)により支持されるならば，地球環境問題は

制裁，条約よらずに，対話のみで解決できる分析す

る。非協力ゲームの均衡は各プレーヤー(各国の政

府〉の自主的な行動により達成できる。この均衡に

おいて各プレーヤーは違反を犯すインセンティブが

ないから，合意(条約〉がなくても，この均衡の結

果は保証される。

本章はパレート効率はMarkov-perfect均衡の結

果ではないこと，また. Markov-perfect均衡の結

果は非効率であることを論ずる。パレート効率は非

協力ゲームの均衡からは得られず，またこのパレー

ト効率の結果を維持するためには，国際条約は不可

欠となる。対話によるだけでは地球環境問題は解決

できないこと論証する。

本章は4節によって構成される。第 1節は本章の

分析モデノレを提出する。本章で現実の地球環境問題

を二カ国のダイナミックゲームに抽象化する。

Markov-perfect均衡は再交渉立証 (Renegotia

tion-Proofness) (註 4)と一致する。もし，ある特

定の戦略ベアが，二カ国間ゲームの中で，パーフェ

クト均衡でなければ， この特定の戦略によって構成

された結果は，多国のモデルの中で，明らかに再交

渉立渉を満たさない。協力戦略(註 5)の結果を維持

するためには，あくまでも合意は必要である。合意

がなければ，協力戦略は実行できない。第 2節はパ

レート効率の基準として協力戦略の結果を持ち込

む。非協力線形戦略の均衡は協力戦略と比較した結

果，パレート効率を満たさない。第 3節は非線形戦

略について分析する。現実の問題の中ではろいろな

制約がある。これらの制約を満たす戦略の中で，パ

レート効率を保証する戦略ベアはノミーフェクト均衡

ではないことを証明する。第 4節では本章の政策の

合意および残された問題について再び検討する。

1. 分析の基本モデル

本論文は主に二酸化炭素のような「完全に」

(pure)望ましくない公共財 (publicbads)性質を

持っている汚染物質を扱っている。「完全」というの

は完全拡散性をもち，完全に競合性がないという

意味である。完全拡散性という意味は，上空の二酸

化炭素濃度は各国にとって同一であることである。

完全に競合性がないと Lづ意味は，一国が二酸化炭

素の上昇より被害を被ることによって他国の被害を

緩和しないという意味である。この仮定によって，

各国は同様な環境質で生活しているとみなす。ここ

でいう環境質とは大気中の二酸化炭素の量，濃度等

客観的な指標を指している。

産業革命以前，地球上の二酸化炭素の放出量と二

酸化炭素の吸収量とはほぼ均衡していたが，産業革

命以降の大規模な化石燃料消費によって大きく崩れ

た。もし，産業革命以前の二酸化炭素濃度(あるい

は量〉を基準値とした時，現在の環境はこの基準値

以下の環境質を達成できなし、。産業革命以前の二酸

化炭素の放出量を比較の基準値とした時(つまり，

産革命以前の放出量はゼロ値として設定).現在の

どんな技術でも，ゼロ以下の放出はできない。

人類が経済活動をする以上，エネルギーは不可欠

である。エネノレギーといえば，化石燃料，太陽エネ

ルギー，水力発電，原子発電など様々なエネノレギー

がある。長期的にこれらのエネルギーは調整コスト

が不可欠である上で代替可能であるが，短期的(年

間単位)には大きな転換は不可能である。二酸化炭

素の放出を減少するために化石燃料の使用を減少さ

せることは，短期的に重要なエネルギーの転換が不

可能な時に限り化石燃料の使用の急減は生産を激減

させるので，現実は不可能である。各国の二酸化炭

素の放出は時の連続関数である。本節は以上の事実

に基づいて論理展開する。

われわれは二つの国を仮定する。この二の国は自

給自足で単一の財を生産する(註 6)。財を生産する

とともに汚染物を放出して，それは環境汚染源にな

る。

Q，は 1国の財である。 EIは汚染放出である。 Q，

=T，(E1) の関係である。ここではT，はi国の技術

を表す。国 iの効用 U，(Q"P)はQ"pついて分離

性を満たすと仮定すると

Ut(Q" P)=V，(Q，)-CP) (4-1) 

Pは各国にとって共通である。 V1(Qa.C(P)は次

式に特定化される(註7)。

Vi叫 =Vi(Ti(Ei))=AiEi一手E~ (山)

大きな Eは多くの財を生産する。もちろん多い財

は大きな効用をもたらすが，財を生産するために時

間，努力等を使うため，ある水準以上の多くの財は

その国にとって，限界効用を負にする。

cω=す5iρ(4-IB)
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汚染問題は限界コスト〔負効用〉の逓増である。こ

れは現実に基づいた仮定である。静的モデルρ=E1

+E2である。つまり，

1 7:"'2 1 ，.，. r'I I .，-. '¥ 2 Ui=AEi 一~E'f一一一S(El+E2)2 i=l， 2 (4-2) 
2~' 2 

この式は，国 iにとっては，自国のみの汚染放出

だけではなく，他国の汚染放出も自国の環境に完全

に悪影響を与えることを意味する。これは完全に望

ましくなし、「公共財J(public bads)の特徴，つまり，

国際環境問題の典型である。

各国の最大化によって，

ョTT瓦 =A-Ei-s(E1+E2)=O i=I，2 

4 2A 
E1=E2=一二~=E**， ρ料=一一一 (4-3) 1+2s ~ ，y 1+2s 

U戸=A品s-+(占 rすs(品:sr
A2 

2(1 +4s+4s2) 
(4-3A) 

そのとき，プレーヤー2の利得は

ur*=ーム-i/-AY
1 +4s 2¥1 +s J 

s r A ， A(1+3s) 1 
2 L1+4s' (1+4s)(1+s)J 

一2SA2(S+5s2+l1s3十8s4
)

U2*-臼*~， n 、

U2*>ur 

両国が協力 EO戦略を取るならば，両国にとって

最大の利得が得られる。しかし，国 1は国 2が協力

戦略を取っているという前提において，自国(国1)

が違反戦略を取るなら (E1
*Oを取る)，更に高い利

得が得られる。国 2はこの事態を知っているから，

事前に予防措置を取らなければならない。つまり，

すべての国に取っては自国の利益のみの最大化とい

う戦略が支配戦略であるから，協力戦略は強力な約

束がない限り実行できないのである。ここでは，典

型的な環境問題の一つが生じる。次の戦略型ゲーム

両国が協力よって両国の総効用を最大化する時， を示す。

得れた結果はノξ レート効率となるが， このときの戦

略は拘束がない限り，実行できない。この戦略は協

力戦略と呼ばれる。

協力戦略によって，

au 
百Ei=2A -2Ei-8sEi=O i=l， 2 

U=Ul+U2 

4 _ ~OO ，00 2A E=E=一二土ー=EOo， pOo=一一一1 +4s ~， y 1+お

それぞれの利得は，

uf日品s-+(占rすs(品r
A2 

2(1 +4s) 
(4-4A) 

明らかに，Ufo> U，戸(i=l，2)， p**の状態はノミ

レート非効率の状態である。

もし，プレーヤー2が自主的に協力戦略を取り，

プレーヤー1が自己利得最大化の行動を取るなら

t工，

aUl ( _ A ¥ ~ 
一一上=A-E1-s{E， 十一三~l=oaE1 ~. ~\ -'-"1 ， 1 +4s J-v 

E*0-A(1 +3s~>_ A_ =F: (1+4s)(1+s)ノ
1+2s

-ιl 

A2 

utO 
2(1 +4.02

(1 + S)2 
[(1 + 制(1+S)2 

+4s2十4s3]>目。

E2章

一2，8 

0， 0 

図4-1 環境問題に関する二カ国間の静学的ゲーム

周知の通り，囚人ゲームが繰り返しプレーされる

とき，違反者は他のプレーヤーの報復を恐れている

から協力戦略は維持される。この協力結果がパー

フェクト均衡であることはすでに証明されてい

る1山叫，問。この問題は，報復〔制裁〉を実施する時

違反者に打撃を与えるが，制裁を実施する国にとっ

ても損害をもたらすので，再交渉が行われ制裁はし

ばしば実行できないことになる。この繰り返しゲー

ムのバレート効率の結果が再交渉の標準で成り立っ

かどうかが重要な問題である。つまり，自主的な戦

略によってパレート効率が維持できるかどうかの問

題である。 Dockner，Long10)は長期的な(環境)

ゲームの中で，このような均衡があると述べてい

る。本論文では，このような均衡は成立しないこ

と，つまり，環境問題が自主的あるいは対話のみに

よっては解決できず，国際条約が不可欠であること

を主張したい。



ゲーム理論による地球環境問題の分析 507 

動学的なモテツレで、は，環境汚染が一回の汚染放出

によって引き起こされるのではなく，長期間の連続

放出と関係している。もう一方で，自然界は自らの

浄化能力を持っているから，環境汚染のストックと

放出の関係は以下の式で表される(註 8)。

す=El(t)+E2(t)ー砂ω ρω=ρ。
ここでは， kは自然、の汚染に対する浄化率であ

る。二つの国の汚染放出は， ともに環境汚染をもた

らす。 POはある対象期間の初期状態で，既存する

環境状態である。同時に，各国の目標は瞬間の効用

最大化ではなく，長期的な効用を最大化することで

ある(註 9)。

!o~l AtEi-+E7-+siP21 1 AtEi-+E一一一Sip2le-r'dtL' ..~. 2~' 2 vW  J 

す=E1(t)+E2(のーがt)

E(t)ε[0，∞) Lipschitz連続。

初期条件ん=0，ρ1'=0=ρ。
ここで、は， rは割引率である。

以下，われわれはこの式に基づいて，議論を展開

する。

2. 協力戦略と非協力線形戦略

(4-5) 

環境汚染pは“publicbads"であり，外部性の性

質を持っている。両国の加重合計した効用を最大化

すれば，パレート効率が成立することは自明であ

る。

われわれは協力結果を基準として，非協力結果

(註 10) と比較する。協力すれば，

r~ ~ r. ~ 1 ~2 1 .， I I ~ail AEi-+Ef-+siP"le吋dtÈ~Ë~)o ttA-l I J.iLrI 2 LJl 2 vlj/ J 

al+a2=1 

S.t五色=E1+E2一郎dt 

初期条件 P(t=O)=九

この問題は最適制御の問題である。静止状態はわ

れわれにとって最も関心がある。二つの同格な国に

とってt主

al=a2=a， A1=A2=A， Sl=S2=S 

その時，

ρ2A(k+rL (4-6A) 
nl-k(k+r)+4s 

E
1
=E2=盈土 2A(k+r)h 〔4-6B〉

2-k(k+r)+4s 

この結果はバレート効率を満たす結果である。つ

まり，環境と経済の調和である。しかし，この結果

は国際条約に依存しなければならない。なぜなら

ば，この結果は Nash均衡ではなし、。任意の一国に

とって，この協力戦略に違反するインセンティプが

ある。

で、は，非協力ゲームの場合はどうするか。ここで

はMarkovゲームを考える。 Markovゲームでは，

任意のプレーヤーが自分の行動を採用する時，他国

の行動を考しないで，単なる状態を考慮する。プ

レーヤーは他のプレーヤーの行動を考慮しないか

ら，このようなパターンのパーフェクト均衡は再交

渉立証の条件を満たすのは明らかである。制裁に依

存している均衡(この均衡が再交渉に満たさない)

がパレート効率に一致するという結論は，すでに理

論経済学で解決されている。ここでの問題は再交渉

を満たす均衡について分析するので， Markovゲー

ムは妥当である。

非協力戦略は各国が自国の利得を最大化するとい

う行動である。
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ここで、f'I

I • ~ 1 ~2 1¥  Hi=( AEi-+Ef-+s.ρiJ ¥" ，~. 2~' 2 vj/ J 

+，l;(E1十E2-kp)(i=l， 2) 

汚染放出は非負であるから，

最大化条件によって，

Ei=max{Aaん， O} i=l， 2 

つまり ，A>-Aならば，A=E-A，その時，

aE 
ヱと"-=SiP+(k+ r)(E;-A;)一(E;-A;)V~j dt JZj/ ¥."j..， J'，/ \.， ~l ~ .LZ/ aρ 

i=l， 2 

dE; aEi， aEi dp 
一一=ー~t+一ーとι によって，更に，われわれ
dt at' aρ dt 

は安定な政策を考察する。

aE つまり ， V~1 =0，従って，
at 

dEj dEi dp Siρ十 (k十 r)(E;-A;)ー (E;-A;) 一一一一どι
dρdρ dt 

=0 (4-7) 

このゲームの線形戦略は Nash均衡として存在

し，この均衡はパーフエクションであるという結論
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はよく知られている。

ここではEi=Ci十biρと設定して，さらに，

(4-7)式は次の式になる。

SiP+ (k+ r) (Ci-Ai+biP) -(e;+ Ai+ biP) bj 

-bi(Cl + C2+ b1ρ+b2ρ-kP) =0 (4-7 A) 

(4-7A)は任意の汚染ストック Pにたいして成立す

るから. (4-7A)式の二つの定数項と Pの係数はと

もに Oにならなければならなし、。従って，パラメー

タ a!， b2• b!， b2は次の四の方程式によって求めら

れる。

同格の二つの園にとっては簡単に計算できる。

Sl=S2=S. A1=A2=A 
Cl = C2= C. b1 = b2=b 

bl ，2=+~k+工平)(k++r)"+3sf (4剖3 l'" 2 'V ".， 2' / . W J 

ここでt主

bl=+{k+す-N+十Y+ぉ)
の戦略によって安定均衡である。もう一つの均衡は

安定均衡ではない。安定な bによって

2Ab 
C一一一一一一一一一-t-A=k+r-3b'A ー

手Ik+;-J(k+すY+叶
L.  '、"，===--"'-~+ A (4-9) 

す+.1伽;r +3s 

静止状態にある汚染ストックは2c+2bP*-kP*

=0である。したがって，

O 

2A(1+-.-，坐J
D*ー c.c ー ¥R十 r-，jo/
1 nl-~k三三吾 -k-2b

E 

図4-2 非協力ゲームの線形戦略

P 

註:E (p)孟Oとし、う制約がなければ、均衡戦略は直線で
あるが、この制約があれば、均衡戦略は折線である。

刈2k+号r+/(k+;)2十お)

(; +/(k+ ;y+3S )(k-r+2/(k+ ;y+3s) 

(4-10) 

放出 Elに対して制約がなければ.Ei=Ai十Aiで

ある。しかし，国家にとっては，放出が非負である

という事実があるから Et詮0が成立するだけでこ

の微分方程式は成立する。 p>pUの部分は，まだ定

義していなし、。すべての pにとって E(p)が定義さ

れるから. E(p)は戦略といえる. p>p"のとき E

(p)=Oに拡張できる。つまり，図 4-2のような戦

略である。この戦略ベアはノ4ーフェクト均衡である

ということを次の節で証明する。

I c+bpρ豆f=JZE(ρ ) = j '  r-'  D (4-11) 

'0 ρ>ρu 

[命題] この非協力線形戦略の均衡により成り立

つ汚染ストック pnlは協力戦略により成り立つ汚染

ストック Pcより大きい。

証明:

2AS 
ρ叫ん=一万一

ここで、』工

D=[す十j(k+すY+3s ] 

[k-r+2/ (k十テY+3s J[帥 +r)+叫

ド[加予r+/(k+;Y +3s J[附 +r)+お]

(k+め[す+j(k+?)2+叶

[k-r+2/(k+すy+3sJ
分母，分子の Aともプラスであるから，式の記号

はSの記号と一致している。

吋加すr+/(k+す)2+3s J[的 +r)十お]

伽 r)[ゆ+fr+/(k+すY+3s )+6S ] 

={ 

= 凶+r付〉十ベ(子十ゾJパ(k十子)+十ゆS

r>Oだから S>O. S>Oだから，非協力線形戦略に

より成り立つ汚染ストック pnlは協力の Pcより大
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きい。

証明完了。

この線形戦略の均衡によって地球環境問題は簡単

に説明できる。もし，この均衡がこのゲームの唯一

のパーェクト均衡であれば，パレート効率状態(つ

まり地球環境問題の解消〉になるために二つの国は

協力しなければならない。あるいは制裁しなければ

ならなし、。協力は国際法に依存している。制裁はな

かなか実行できない。信頼できるのは国際法しかな

い。勿論国際法の締結は容易ではない。このゲーム

の中で，パレート効率の結果にパーフェクションが

あるかどうかが我々にとって関心事となる。

3. 非線形戦略と均衡

① 無制約の非線形解

線形戦略が求められたにも関わらず，微分方程式

は非線形解が存在している。この非線形解に対応し

ているのは非線形戦略である。

豆EJ_ dEi dp 
SIρ+(k+r)(Ei-A;)一(Ei-A;) 一一一どと

dp d，ρdt 

=0 (4-12) 

dP*(t) 1.<>1< 丘ずム=El+E2-kρペt)

この連立徴分方程式の一般解を求めるのは難し

E 

O 

図4-3 無制約の非線形解のフェース I

E b 

い。同格の二つの国にとって，対称な戦略は有り得 O 

る。

dE dE sρ十(企十 r)(E-A)一(E-A) 一一一(2E
ゆゆ

-kρ) =0 (4-13) 

dE s;p+(k+r)(E-A) 
つまり，一-dp 3E一郎-A

以下の式を設定するゆ=E+a-A，q=ρ+b 

(4-14) 

dE 尚
一一=ヱ子となる。
dρ dq 

sb+ (k+ r)α=0 

2A+kb-3a=0を設定すると

s+(k十r)~、
単=一一→玉L=G同
列 -k十37 、Q/

2AS 1.._ 2A(k+r) 
こでは a .." bー

U-Ts+k(k+r)， u- 3s+k(k+r) 

a 

図4-4 無制約の非線形解のフェース II

Jtdπ 
十一一一ーニ一一(π-Za)(π-Zb) 

両側を積分して

仇C+fnF-iーJ(Za-~ )In(π-Za) 
Zb-Za ¥¥，j  I 

十(手一ゐ)/:仰ーみ)}

ここでは， Za， Zbは次の方程式の解である。

2k+r 
z一一一一一一z一一一=0，ZbヰZ

3 3 

整理して，

509 

a 

(4-15) Cq=(πZa)ml(π-Zb)m2 (4-16) 

φ=πqを設定すると q=35=G(π〕一π

dq _ π 一一一一一一笠立
q 否(7r)-云一 (π Za) (π-Zb) 

ここでは

h 
Za-3 

ml=一一一一一一一一、
Zb-Za' 

h τ-Zb 

m2=一一一一一一一
Zb-Za 

ml+m2=-1 
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(4-16)式に π=ゆ/qを入れて，

c=(ゆ qz.)ml(ゆ-qzb)m2

さらに，変換式 (4-14)を上の式にいれて，次の式

になる。

C={E+a-A-Za(ρ+ b)}ml{E+a-A -Zb(ρ 

+b)}m2 (4-17) 

この方程式を表す曲線は図 4-3と図 4-4のよう

になり， a， b二つの直線E十a-A=z.(p+b)，E 

+a-A=zb(P+b)は，前述した非協力線形戦略と

対応している。すべての曲線はこの二つに関する漸

近線であり，互いに交差しない。

SSL線は El十E2-kp=Oを表す。つまり，

SSL=kp/2 (4-18) 

O点はP点の上，かっ SSLの勾配がb線より小

さし、から II区のすべての戦略は SSL線と交差し

ない。 II区内の戦略によって静止的な戦略を求める

のは不可能である。 II区は考慮しない。図 4-3なら

ば，IIl区の戦略は SSLと交差しない。図 4-4のIII

区の戦略が SSLと交差しているが，安定した状態

になれない。いずれも，IIl区の戦略を考慮しなくて

もよく 1区の戦略で得た安定的な汚染状態は P

点の汚染状態より大きく，かつ利益も小さい。線形

戦略がパーフェクト均衡になる上で I区の戦略を考

えなくてもよい。これから先は，われわれはW区で

分析する。

ここでは図 4-3，図 4-4の縦軸はEである。 E孟O

のみがEと等しい。前述したようにE<O時，百は

戦略ではない。もう一方，戦略と言えば，状態空間

のすべての状態を想定しなければならない。

ρε(珂， ρ~] とき Ê(ρ)=E(ρ〉

ρ~(ρZ， ρ~] とき E(ρ〉主主O

連続性によって

limE(ρ)=E(ρd)， limE(ρ)=E(pU) 
P→td. P-PU 

すべての pEPのpにとって E(p)が定義されるか

ら， E(p)は戦略と呼ばれる。

SSL線と a直線の交差点は，線形戦略により得

た安定的な汚染ストック Pnlである。この汚染ス

トックは常に協力戦略から得た汚染ストックより大

きいので，パレート非効率性の問題が生じる。しか

し，方程式が表す非線形戦略の数は無数であるか

ら，これら非線形戦略により得た安定的な汚染ス

トックは協力戦略で、得た汚染ストックに近付けるこ

とができるであろうか。非協力ゲームの非線形戦略

O 

P 

図4-5 興味がある戦略

註:このような代表的な曲線はq(q=1，2.…， m.…〉曲線
の横軸交差している左点と右点は別々 pqd、pqUと書

く。 PQd'¥ pq Uの間で E;=A+A，孟0。

によりパレート非効率性の問題が解消できるであろ

うか。これは我々にとって最も関心ある問題であ

る。両面の戦略 E=A+Aがこの曲線に定着できる

安定的な汚染ストックは次のように求められる。

dP*(t) ど乙ム土ム=Et+Et一郎*(t)をある安定な p*のとこ
dt 

ろで線形化して，

安=[2宏Ip.-k](P-P*)

安定性条件は2dEL| k<O 
dt Ip' 

静止条件によって， 2E-kp*=O，つまり，

E=与
この式を安定性条件に代入して，

'" . n.  ，kb*-2A 
ず +(k+r)止ずこ

'" ， 3(的*-2A)
2A ho*+2 

(4-19) 

2sp*十k(k+r)p*-2A(k+r〉ノ k--
kP*-2A ¥2 

" 2A(k+2r) ρ序>ρ2=
が+2kr+4s

この式により，線形戦略から得た汚染ストック

pnlとpcの聞のすべての安定な状態 p*はこれらの

非線形戦略により支持される。割引率が小さいとき

〈通常は割引率が小さし、)， p;l;は協力戦略から得た

汚染ストック Pcと同じである。この結果は多数の

人々の関心を呼び起こした。もしも，この p;l;を支



ゲーム理論による地球環境問題の分析 511 

持する戦略ベアが Nash均衡であれば，さらに，

パーフェクションであれば，パレート非効率性の問

題を解消できる。 Dockner，Long10
)はこの Pnlと

pcの聞のすべての♂を支持する戦略ベアはパー

フェクションであると結論づけた。これは重大な問

題である。特に， p~ を支持する戦略は Nash 均衡，

あるいはノミーフェクションであるならば，パレート

非効率性の問題を解消するために国家閣の対話を通

じることで，この非効率の問題を解決できる。つま

り，国家間の対話による非線形戦略を設けて，決着

することができる。均衡であるから，一方の国に

とっては違反のインセンティブがなく， この効率の

結果が守られる。もしも，この p~ を支持する戦略

ベアが Nash均衡でなければ，この効率の結果を守

るためには，協力戦略を維持するための条約を必要

とするか，あるいは，制裁などの手段を使わなけれ

ばならない。つまり，単なる対話を通じて，環境問

題を解決することは不十分である。

E 

O P 

図 4-6 'riJU約が戦略に影響

註:制約があるから、横軸以下の部分は意味がない。

② 戦略の制約

二つの国にとってどのような戦略を選択しても，

放出は負値にならない。われわれはこの現実を無視

できなし、。ここでこの制約は重要な役を演じる。す

べての戦略はE孟Oの半平面で有意で、ある。線形戦

略を含めて，すべての戦略はこの問題に含まれてい

る。微分方程式の解は pd，げの区間の必要条件を

定めた。この区間外ではどのような行動となるか，

拡張された戦略は均衡になるのか検討する必要があ

る。

これらの戦略ペアはパーフェクションであるかど

うかを見るために次の分析を行う。

[定義] ゲームの Markovパーフェクションは

すべてのプレヤー(国〉の戦略が Markov戦略を採

用したパーフェクト均衡である。つまり，任意の p

(ρεP)で，すべてのベア CEJ， E2)εSJXS2にとっ

ては，

j1CEt， Et， ρ〉孟j1(EJ，Et，ρ〉

P(Et， Et， ρ〉主主P(Et，Et， が

が成り立つならば，ベア CEt，Ef)は Markovノミー

プェグションである。

Basar， Olsder叫および Mehlman29
)により，

CEt， E'!I)パーフェクションで、あれば，値関数 V1は

Bellman-Hamilton方程式を満たす。

1-vz(E久 E乙)=maxHi(Ei，E!i，ρ;dVi/，ゆ)at 
(4-20) 

for all ρεp 

一般的にこの偏微分方程式から値関数を求めるの

は難しい。値関数が存在しないこともある。ここで

は従前の分析結果を利用して分析する。

ここではまず V(p)関数を定義する。

f∞I • ~~ 1 ラ 1 .~? I 
ViCρ。)=I I A;Et-+Et2一一←SiP判 le一吋dtJo 1" .，~， 2 ~， 2 vW  I 

dp*(t) r* 主ずム=E*l (t) + E*2(t)ーが(t)

本論文の場合(安定戦略〉は，

(r ~'" ~ dV'¥ 
rp~IIExrlEz，E→， P;-zj 

(~~ ~.. ~ dV' ¥ 
=Jr '( Et， E~i， P;コIP) 

ここでは，

(4-21) 

ρ。=ρ(t ~0)

1 ~? 1 
Jr 'CEi， E-i，ρ; A;)=AEi-i-Ef-i-sρ+ん(EJ

+E2一郎〉

Et=argm(jx Jr i(Ei' E !"ρ ; dVi/d，ρ)=A 
Li 

+d~' -
dp 

dV 
制約 A+τz孟O

ξーフェクションの必要条件はまず Nash均衡であ

る。最大化原理は Nash均衡の必要条件を提供す

る。それにより， ρE三Cpd，pU)で微分方程式は解を

もっ。つまり，

A= dyi -
dp 

ここでは，A孟 Aのとき，Aは微分方程式(4-13)
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式の解である。つまり，もし， W(p)は値関数であ

れば，

rW' =max /JF 1 (E" E-" P; dW/dP) 
'" 
1 ~? 1 .?， dW' 

=AE，-+Ef一一一ゆ2+一ーァ(E1十E2一的)2~' 2 Jj/'  db 

，" ， '̂ A ，.， dW' ， 1 I dW' V 
=一一(A2-sρ)+(2A-的〉一一一+一一1一一一ldp ， 2¥dρ/ 

+dwzdWJ 
------
dp dp 

我々は

1 I 1 / A?  ."， '̂ A ， .， ， ， 3 ，? 1 vω=--;:-1τ(A2-Sp2) + (2A一郎)A+zA21 
(4-22) 

が値関数であると推測する。 [ρiρ~] で， EI~玉 O で

あるから，この区間で Aは一意の解である。だか

ら，値関数が存在すれば，[pd， pU]区間で， (4-22) 

式を満たさなければならない。 [pd，ρU]区間で，

(4-22)式は値関数になれるかどうかは調べる必要が

ある。この区間で，

(D D * d防"¥ dW
E1=argmaxH'( E" E !"一五一)=A+三五だ

から，

/ー * dW'¥ 
rW'=H'( E1， E"""つfP) 

L D*  _~^，，*2 ..L dW' =AE~ t) 一τE~りーす砂市十一五一[E~ t)

+E~ t) -kρ九)]

もしも，時間 T 以内で状態 p は[珂， ρ~] 区間にあ

れば，

JT「 *1*21*lIAEt;一一'oEi刊一一一弘;11e-rtdt L L'1.1.:-(t) -2.1.:-(，) -2:>]J(t) J 

=W'(ρ。)-W'(ρT)e-rT 

になる。もしも，この区間に収束すれば，

(1 A D*  _~ "，*2 1 _~*21 lim'-1 AE(~)-一品一一砂市 le-rtdt= W'(Po) 『∞JoL L'1.1.:-(t)-2，c，(t)-2:>]J(t) 1 

明らかに，区間[珂， ρ~] の中のすべての初期状

態がこの区間で収束するわけではないo Poε[バ，

ρ~] 中の初期状態はその中で収束する。 ρ。ε[ρd

ρ。]の初期状態は [ρZ， ρ~] の中で収束するのは保

証できない。従って， (4-22)式で表す関数が値関数

になれるのは [P*，pU]の区間だけで保証される。

状態空間 p=[O，∞〕の場合は，初期状態は二つ

の区間において，値関数になれるか否かはまだ明ら

かになっていない。つまり， [0， pO)と [ρ，∞)であ

る。右の区間にとって， Haniltonian方程式を満た

す値関数を探すのは簡単なことである。

( VE
(ρ〉 ρε[品∞〕

WE
(ρ) = ~ .." "，' (4-23) 

l W(p) ρε [p~， ρ~] 

(0ρε[舛，∞〉
EE(ρ)= ~ 

l E(ρ〕 ρE三[品， ρ~]

ここでは

W'(ρ)=W(ρU)e-州判

五お玉ア[p2_pU2eπ
(t)] (ト23A)

r(ρ〕は p(ρ>ρU)から fまでの時間である。ここ

では

の)=ヤ(会) (4-24) 

p>pUのとき， E(p)=Oだから，状態は確実に pか

ら p~ へ変化し， p~ になると，非線形部分に入る。

前の分析と同じように安定の ptへ収束する。この

利得は，

V'(か W仰叩)f)÷sdt)E一切t

Jr%rd=[-+e切りJ:+f(守eラ(t)告dt

+ー-edt)r-f--eMdt 
[-

~ー吋 l。 吋一問

そのなかで， fZ=一郎向U

だから， fvt)e-v=-Ll-lftdt)l
巾)

Jo 1'¥'}v 2k+r I r j/¥t} I。

ZZ47Ifh-m] 

しかし，このような拡張が値関数を満たすかどう

かは不明である。 Bellman方程式を利用して

チェックする。

/まま dV'¥ 1" ， dV' HVキ，P*，つ五)=ず十五(伶)

dV' 
"" "" 

_"( dr ¥ r .̂ '̂  . ，，' _" dr 1 
一一=W(p")eπ( -r~~) つ)7三百42p+2rfZF | 

¥ 'dp/ 2(r+2kWI" ~'l' ~ 

dPJ 

=-1~ W(グ)e-πτ坐τn(_ Ir~ 
L¥ 1_J..

tU.2e
π 

2(r十2k) 2(r+2k)的
y

dr 1 
こでは一一=一一

dp kρ 

だから，

H'=ーす掛川(ρ~)e π+

2sk rs 町

一一一一一一~p<十一一一-ー~p~~ π 

2(r+2k) l' 
， 
2(r+2k) 1/ 

=rW(出)e一刑判一一--.I!三一[ρ2一ρ~2e-則的]2(r+2k) 

=rv(p) 

このように拡張ができる。
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以上の拡張により，値関数は (pt∞〉で定義あ E 

り，かつ状態方程式により p~ へ収束する。

この拡張の役割はq曲線がパーフェクションで

あるかどうかは (pt∞〉でチェッグしなくても良

い。もし，状態空間 p<;;(pg，∞〉ならば， q曲線に

よる戦略ベアはパーフェクションである。 p=

[0，∞〕の状態空間であれば， q曲線はパーフェク

ションであるかどうかは [0，pg)区間により決めら

れる。 (p~， pg)区間の曲線はこの解により定められ

たからである。線形戦略にとってはが=一∞であ

る。ここで第 3章で線形戦略ベアがノミーフェクト均

衡であると説明しなかったことを証明した。しか

し，非線形戦略にとってはが>0から，任意の初期

状態 Po>Oにおいて， (0，∞〉の中のすべての状態 p

が到着できるのは有り得ることである。したがっ

て，状態空聞は (0，∞)<;;pである。したがって，

パーフェクションは保証されない。ここまでで，

パーフェクシヨンは保証されないが，パーフェグ

ションではないと否定されることもまだ証明されて

いなし、。これは次の仕事である。

③ パレート効率とパーフェクション

[命題] 初期状態 ρ。ε [p~， ρ~)，このゲーム

G(po)で ptを支持する戦略ぺアは Nash均衡にな

らない。

証明 :m曲線に置いてはρ。ε[p詰，p*)の任意の

poが初期状態であるとして，プレヤー(国〉が m曲

線の戦略を実行すれば，状態が point(p~， 0)に到

着できるのは事実である。 E>Oの制約があるから，

解の領域は微分方程式による定めた区間 (p~， p品〕だ

けである。凶状態に到着した後，任意の行動(単値

条件と連続性を満たす〉を採用しても安定状態 Psは

必ずんε[0，pめを満たす。そのとき，プレーヤー i

の利得は

(Tdl . ~ l~? 1 .? 1 
Vi(po)= )0 lAEi-i-Ef-τ却下 r'dt+

(TS I • ~ l~? 1 .? 1 _ rf I IAE一一一E'f一一;-Siρle-r'dt+
JTd 1" .，~， 2~' 2 0 ，>， J 

f∞r A r 1 r2 1 _ ...21 _-r' IIAEi-+E一一一SiP"le-r'dt (4-26) 
JTS L".'~' 2~' 2 ~W J 

ここでは，並立L=E，(t)十E2(t)一郎(t)
dt 

ρ( ， ~o)=ρ。，品ε [Po-， ρ~)

ここでは， Td が p~ 状態に到達する最初の時間で，

Tsが安定状態 Psに到達する時間である。 Tdは有

限であるのは明確であるが，Tsが有限であるか否

p・傘 P 

図4-7 いわゆるパレート効率になる戦略

E 

P 

pd pO 

図4-8 制約条件を満たす違反戦略

註制約条件を満たす違反戦略はもっと高い利得が得ら
れる。

かは，E(TJ. ρε[0，ρ品)に依存している。

もし，プレーヤー iが戦略を違反して，初期状態

poからがに定着すれば，どうなるか。プレーヤー

jはこの時，予定戦略を実行しているから，プレー

ヤー iは違反戦略 E'(p)で安定的なが(<Po)を維持

できる。安定状態を維持できるということを証明す

るために，まず， この戦略を構築しなければならな

L 、。

三色=Eh{Ol+E'tOl-kψdt 州 問 問 Y

安定状態はNSSL(ρ)=砂-E*(ρ)

プレーヤー Jが E(p)を実行する〔違反しなし、〉限り

において，プレーヤー i(違反者)がこの曲線の上方

で汚染を放出すれば，汚染状態は増加(悪化〉する。
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逆の場合は，汚染状態は減少〔改善〉される。この

曲線上で汚染放出すれば，静止状態になる。安定し

たがとなる違反戦略は，

( >NSSL ρ<ρ。
E'(ρ)= 1 =NSSL ρ=Po 

l <NSSL ρ>Po 

かつ， E* (Po) = E' (Po) 
違反戦略により得た利得は，

(4-27) 

rrT • ~ 1~， 1 .，l_rf 
J'(E'， E*，Po)=Jo IAEi一τE7τSiP2le-rtdt

f∞r • ~ l~? 1 .? I 
+ I I AEi-+Ef-+siP2Ie-吋dt (4-28) )T' I ""~' 2~' 2 JW  I 

この利得が違反しない戦略の利得 V(Po)より大き

いとすれば，予定戦略(違反しない戦略〉は Nash均

衡ではなし、。ここでは T'は違反戦略により成り立

つ状態 p~ へ到着するのにかかる時間である。

次にTについて以下のケースに分ける。ケース

IはT'とTsともに無限で、ある。ケース IIはT'が

有限で， Tsは無限である。ケース IIIはTsが有限

で T'は無限である。ケースWはT'と Tsともに

有限である。ここでは， T'とTdの二っともが無

限であるケース Iを証明する。他のケースはこの

ケース Iの特例と考えられる。

予定戦略で，状態は psへ収束するから，有限な

時間内 Tlで，

lρ(t)ーム/<d's δ".>0 for t主主 Tl
違反戦略を採用すれば，状態はpdへ収束するか

ら，有限な時間内で，

|ρ(t) ρd/<δd d'>0 for t孟T;

T=max[Tl， T.;Jと設定して，

vvo〉=f[AL-tuーすSip2Je-rtdt + 

1:ドEi-+ErーすSiP2Je-rtdt+

江A，EiーすErーすSiP2Je-rtdt + 

1OO[ドA，Ei心z一よE? よSip2斗ρ〆〆れ21レレf♂一イT門t
2~' 2 JW  

J 

内 0)=1.[AEi士E7すSip2寸〆p2Je-r官tdt

爪ιA，Eiす EiーすSiP2Je-rtdt+

1OOIAEi-+Er-+siP21 lAEi-τEl一τゆ le吋 t

違反しない戦略で安定状態と放出はSSLにあるか

ら，

E*(ps)=れ
ι4.. lfkb ¥ S .7 U(ρ)= ρ一一一(~ι) 一一ρ2 と設定する。
21" 2¥2/ 2 

2kA f=-T一ーで Uが最大値となる Ok"+4s 

ん<Pd<ρmかっ U(p)はpについて concaveで

あるから，

U(ん)<U(ん〉

ゐ4.. 11肋s¥2 U(ρs)=一~.p一一ー一盟主)-+p~ (4-29) 
2 j/s 2¥2/2  

U(Ps)の値は違反しない戦略により成り立つ安定

状態PSでのカレント瞬間利得である。 t;;;;'Tの時，

違反しない戦略によって，

|ρ(t)-Ps/<δ， /E附 -E(tS)/<M/ρ(1)-Ps/ 

t時刻のカレント利得は，

1 ヲ 1 . "" U*(O =AE(~)一一';-Eι~Sρ2
2 ~'" 2 

~A(E勺川MS〉 -t(E*ω i+Md')2 士s

(ρs一δ)2

=U(ρs) +，1 

ここでは，

，1=AMd'-EωiMd'ーすM282+品 δーすs82

もし ，1<εつまり，

AM8 -E (Ps) iMd' + s.ρsd'<ε 

δ<一一一一一一三M(A -E(PS)i)十sρs

E(ρs)<A， ん>0，s>O 

だから，任意の ε>0にとっては 3存在する。

国 iが違反戦略を選ぶならば，安定状態と放出は

NSSLにあるので，安定状態 pdでのカレント瞬間

利得は，

〕U'(ρ炉 AE'(刷ρN州d副}一すE'凡?ちLい?与いp阿d)一すS品 (α30ω 

=kA凶ρPd す〔ゆ伸J一ιS幼必ρ必~>U句
t~孟主 T の時，違反戦略によって，

/Pit)-PS/<O， /Eい-EiPd)/ < M/Pit) ん|

1 "，'2 1 U'(t)=AE(t)一一，;-Ei;)一一Sp(t)2 ~'" 2 

詮A(E'ω-M3)-÷航ル)-MO)2-十(ん+8)2

=U'(ん)-L1' 

ここでは，
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f)=AMo-EωMS+;M2δ2+ω+すd

f)'<e'にとって，このような δがし、つも存在して

L 、る。

ucム)< UCPd) < U'CPd)によって，

UCム)+ε<UCρs)，UCρd) +ε'<U'(ρd)， 

を成立させる ε，ピが存在する。だから ミ~T の

時，

U'(p'(t)) > U(p(t)) U'Cρ'(1)) - UCρ(t)) > e 

川 i， ρ《ωoρ〉一V' ω =F' 一F 十frOOρ∞OO[U'( 〆ω(付川ωt吋ρ)ρ〉

U仰句怖(品悶吻dt>F'-F十七oeげ

十分に小さい rにとって，

j'(E;， Et，ρ。)> V'(E7， Et， Po) 

証明終了。

[命題] 任意の初期条件前にとっては p~ を支

持する戦略ベアはノミーフェクションにならない。

証明:任意の p'oから，状態 poに到達が可能で、あ

る。つまり， G(po)はG(p'o)のサプゲームである。

証明終了。

4. 小括

われわれのモデルで、は，パレート非効率の問題は

自主的な行動によってどうしても解消できない。つ

まり国家聞の対話のみによって地球環境問題を解決

できない。国際法は地球環境問題の解決にとっては

不可欠である。もちろん，本論文は国家聞の対話の

役割に対して否定的な立場をとるものではない。国

家聞の対話は国家聞の信頼を増やし，これに基づい

て国際間の協定締結を進める役割がある。

われわれのモデノレの中で‘は， モデ、ノレを抽象化する

ことによって国際貿易は省略されている。制裁手段

として貿易を使わない限り，貿易の環境政策に対す

る影響は負である。例えば，国が国際競争力を考慮

するとき，自国の環境基準が厳しければ厳しいほ

ど，自国の財の競争力を失ってしまう。本章は長期

的な戦略でもフリータイダーのような行動が避けら

れないことを論じてきた。貿易など国際取引を省略

しでも本章の結論の本質は損なわれない。本章は国

の放出行動は時間に関して連続であり，下限はゼロ

であるとしている。もし，非連続な行動が国の選択

肢になればパレート非効率の問題は解消できるか

もしれない。あるいは二酸化炭素の放出が負値にな

ることが可能であれば，パレート非行率の問題は解

消できるかもしれない。しかし，いずれの前提も非

現実的であるo

本章は自主規制(フリーライダーの解消〉の可能

性に関する研究である。つまり，国際環境問題を解

消するため，国際条約が不可欠であることを論証す

る研究である。国際条約をどのように締結するか

は，本論文のテーマで、はない。国際環境問題の解決

に向けて国際条約を締結することは簡単ではない問

題である。しかし，この厄介な問題は避けて通るこ

とはできなL、。これは，本章のインプリケーション

である。

註

(註1) Nash均衡の概念は第 3章の(註2)を参考。

〈註2) パーフェクションあるいはパーフェクト均衡を

「信頼できる均衡」と理解してよい。この概念は

Selton41
)により提出された。ここでは簡単な例

で説明する。例えば，環境を大切にする隣接する

A， Bという二つの国を仮定するとしよう。 B国

がA国からお金を欲しいめに， rもしお金をくれ

なければ，我が国は大気を汚染する」と L、う脅迫

でA国にお金を要求する。このゲームの中で， A

国の戦略は以下の二つ可能な戦略である(戦略空

間〉。

a1.お金をBに渡す

a 2. お金をBに渡さない

B国にとって，可能な戦略は以下の四つの戦略

である。

b 1. A国がお金を出せば，大気を汚染しない，

お金を出さなければ，大気を汚染しない。

b 2. A国がお金を出せば，大気を汚染しない;

お金を出さなければ，大気を汚染する。

b 1. A国がお金を出せば，大気を汚染するお

金を出さなければ，大気を汚染しなし、よ

b 1. A国がお金を出せば，大気を汚染するお

金を出さなければ，大気を汚染する。

ゲームは以下のようである。註図 4-1は展開

型で，註図 4-2は戦略型である。

このゲームでは， ( a 1， b 2)は均衡である。

つまり， A国は金を出す， B国は汚染しないとい

う結果である。 A国が金を出さなければ， B国は

大気を汚染する，これはA闘にとっては望ましく

ない。 B国にとって大気が汚染されるのは望まし

くなし、。だから， ( a 1， b 2)は均衡であるo し

かし，この均衡はパーフェクションではなL、。な

ぜならば， A国が本当に金を出さなければ， B固

にとって大気を汚染するより汚染ないほうが望ま
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a1 

a2 

しいからである。 B国はお金をもらえない状況

で，自分が宣言していた戦略b2をそのまま実行

するつもりはない。つまり，戦略b2は信用でき

ない，均衡 Ca 1. b 2)は信頼できない。

このゲームの中では，もう一つの均衡結果があ

る。つまり， A国が金を出さない， B国が大気を

汚染しないとL、う結果である。この結果を支持す

る均衡はパーフェグションである。つまり， C a 

2， b 1)である。

-2，0 

2，5 

0，-2 

5，2 

註図 4-1 ゲームの展開型

b1 b2 b3 b4 

註図4-2 ゲームの戦略型

(註 3) 長期的なゲームの中で，過去の決定は現在ある

いは将来の意思決定に影響を与えると考えられ

る。もし，過去の決定は現在あるいは将来の決定

に直接ではなく，ある状態に通じて影響を与える

ならば，このようなゲームは Markovゲームと

呼ぶ。 Markovゲームにおいてパーフェクト均衡

はMarkov-perfect均衡と呼ぶ。文献4，15を参

考のこと。

(註4) 再交渉立証 CRenegotiation-Proofness)は均衡

Refinementの基準として Bernheim，Pelegと

Winstonたちによってはじめて提出された。こ

の基準はCoalitionの概念に基づいて定義され，

CoaIition-Proof均衡とも呼ばれる。多数のプ

レーヤーのゲームの中の均衡はCoalition-proof

均衡にみたすならば，この均衡はすべての Coali-

tionによって構成されたゲームの中で均衡とも言

える。文献6，15)を参考のこと。

〔註 5) 本論文では，すべて他のプレーヤーの戦略がー

定するとき，自分が利用できる情報に基づき，自

分にとって最も大きい利得を得られる戦略は，非

協力戦略と呼ぶ。自分の利得の目的ではなく，

Coalitionの利得の最大化の目的としての戦略は

協力戦略と呼ぶ。これは厳密の定義ではない。

〈註6) この単一財は複数の集計と考えられる。複数財

について選好は支出関数により現す。ここでは，

価格は定数と設定する。

〔註7) 国の効用関数は放物線の形の理由は第 3章で既

に述べたが，第 3章の図 3-2を参考にして下さ

L 、。

(註 8) 自然浄化能力は海や森林なと・が二酸化炭素に対

する吸収能力の和である。文献49)の詳しい説明

を参考にして下さい。なお，本論文は森林を伐採

することによって自然が二酸化炭素の浄化率の変

化について考慮していない。

(註9) このようなゲームは微分ゲームである。最初の

研究は文献46L環境問題に関する研究は文献叫27)

など。

(註 10) 協力結果はすべてのプレーヤーが協力戦略を

プレーすることによって得られた結果でらあり，各

プレーヤーの戦略および利得である。非協力結果

は非協力戦略に対応している各プレーヤーの戦略

および利得であるo

第 5章結 論

本章の目的は，まず，国際貿易と資本流動など国

際間の経済活動により，国の環境政策に与える影響

を分析し，次に地球環境問題に関する国際合意の可

能性を述べることである。

1. 国際貿易と環境政策の関係

第 4章で，われわれは自給自足の下にある二国間

の長期ゲームでも，対話のみによっては環境問題が

解決できないことを論証した。つまり国際条約は不

可欠であることを論じた。世界が一つの国家の場合

は，世界政府は，企業側の汚染について限界収益が

汚染の社会限界費用に等しいという基準によってパ

レート非効率の問題を解決することができた。つま

り，環境問題が経済学的に解消できることを示し

た。世界政府が存在しない場合は，環境基準は各国

によって制定され，実行される。国が最適な基準を

設定するのは，自国の企業の汚染放出についての限

界収益が自国の社会限界費用に等しいとし、う原理に

したがう。明らかに，他国への限界費用は自国の社

会限界費用に含まれていない。従って，各国にとっ

ての最適環境基準が必ずしも世界全体にとって最適

という保証はない。各国の行動によって，地球環境
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汚染程度は地球規模の最適な汚染程度を上回る。こ

れは国際環境問題が発生する一つの原因で、ある。

世界が複数国家で成立する場合，意思決定機関が

多数になるだけではなく，さらに国際貿易，国際間

の資本流動などの経済活動が要素として加わってく

る。国際経済問題の中で，貿易などの経済活動を抜

いては本質的な結果を得られなL、。貿易が国の環境

基準の設定にどんな影響を与えるか，これは本章の

テーマの一つである。第四章で得られた貿易が存在

しない時の結論の信頼性が，貿易が行われることに

よってどのように変化したのかを検証した。

本章の分析では，貿易があってもこの貿易手段で

相手を制裁しないことを前提としている。つまり，

自由貿易を前提としている。この前提は，制裁が

ゲーム理論の再交渉基準を満たさないことを意味し

ている。

国が環境基準を設定する時，環境基準の設定に

よって自国の製品のコスト，つまり国際市場での競

争力への影響を考えなければならない。ここでは，

部分均衡の分析手法で，環境基準の設定による自国

の貿易収支に関する影響を簡単に調べる。二つの国

の間に自由貿易を設定する。国際間で取り引きされ

る財を生産するとともに，汚染物質が放出される。

二つの国， A国， B国においてこの財に関する需

要は右下がり，供給は右上がりと仮定する。本質を

失うことなく，環境基準が改正される前を初期状態

として， A国は財の輸出国で， B国は輸入国であ

ると仮定する。この財の国際価格?は国際的総需

要と総供給の均等によって決まる。総需要はA，B 

両国の需要の合計である。総供給はA，B両国の

供給の合計である。

もし，輸入国 Bの環境基準(汚染放出量〉が変わ

らず， A国が環境基準を引き上げよう(汚染放出に

関する税率を引き上げる等〉とする時， A国の供給

曲線は上方へシフトする。これは同じ価格の下で供

給量が減ることである。新しい総供給曲線に基づい

て新しい国際価格は P"になる。この新しい国際価

格は以前の国際価格rより高い。 A国の輸出は減

り， B国の輸入は減る。このとき，価格は上昇する

が，輸出国の輸出額が減少するか，それとも増加す

るか，以下の分析によって明らかにする。

A国， B国のそれぞれの供給は以下のように表さ

れる。

S'(ρ，ei
) z'=A， B 

ここでは e'がそれぞれの環境基準のパラメータ

である。 eが大きければ大きいほど，環境質基準が

厳しくなる。

D'(ρ) i=A， B， 

は取り引きされた財の需要で‘ある。

供給関数に関して，以下の仮定をする。

aSi
(カe')

一一五十一<0

これは国が環境基準を厳しくすれば，企業は汚染

物質の放出を減らすためにコストを生産費に転嫁し

なければならないことを意味する。

総供給と総需要のバランスの条件は，

Sペρ，e勺+Sペρ，eA)-DB(ρ)-DB(ρ)=0， 

(5-1) 

となる。

ここでは B国の環境基準を一定としたまま， A国

が環境基準を上げる時に，貿易にどのような影響が

あるのかを分析する。

需供パランス条件の (5-1)式を全微分する。

立 込ddeA十立出生dpt立山主φ
aê ap ~y ， ap 

宅均一円且dp=O
・ 1

4=笠笠41/[dLEfEiEつ(5-1A) 
dê aeA / Lφ dp ap apJ 

dDA 
_^ dDB 

_^ aSA， ̂  aSB 
こでは一一一<0 一一一<0 一一一 >0 一一一>0dρ dp ~ v， ap' v， aρ 

aSA印。A)./ (¥ ，.~ l- __  dp 
さらに一一-TZy--ー<0によって一子与 >0

oe" ae--

つまり， A国の環境基準が厳しくなると国際価格

は高くなることを示している。

A国にとってこの財からの貿易収入は RA=ρ

(DB_SB)である。ここでは DB-SBはB国の超

過需要であり ，A国からの輸入量である。

A国の環境政策は自国の貿易収入にどんな影響

を与えるか，この収入式を微分する。

dRA _ L d(DB-SB) dp "nB <'B， dp =ρ一一一一← ';JJA+ (DB -SB)イ告dp deA "~ ~ / rJ， 

=[ρjt〔DB SB〉+(DB-m]表 (5-2)

B国は輸入国，輸出国，いずれも，

d(Dり勺<0

もし， B国が輸入国であれば，つまり ，DB-SB>O 

となる。この場合は， A国が環境基準をあげるこ

とによって， 自国の貿易収入が減少するか，それと
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も増加するかは，以下の式によって決められる。

lM(DB-m|孟 1
(D"-S")ゆく

(5-3) 

つまり，この財の超過需要の価格についての掠力性

が1より小さい時(非弾力性的)， A国が環境基準

を厳しくすることによって貿易収入は増大する。し

かし，弾力的な財ならば， A国の環境基準を厳し

くすることによって，貿易からの収入は減少する。

A国がもしこの財について輸入国であれば，つ

まり ，DB-SB<Oの場合， A閣が環境基準を厳し

くすることによって，必ず自国の貿易収入は減少す

る(貿易赤字が増加する〉。

以上は二カ国の場合である。もし多数の国の場

合， A国のこの財に関する国際生産シェアが相対

的に大きくない場合は， A国にとって，超過需要

の価格弾力性は小さ L、。従って， A国の環境政策

を変更することによって，国際価格の変化は小さ

い。自国の環境政策が厳しくなることで自国の超過

供給が減少する。この場合は， A国が輸入国で

あっても，輸出国であっても，自国の貿易収入は減

る。この単純な分析によって，現実の世界経済で

は，貿易があることによって，環境保全の政策を取

ることはさらに難しくなるということが明らかに

なった。

2. 国際間資本流動が国の環境基準の設定に与える

影響

もし一カ国だけが存在する場合，国の資本は圏外

へ流出できない。しかし，多国の場合は事情が違

い，他の国の環境政策が変化しないで， 自国が環境

基準を厳しくしたならば，自国の資本は外国へ流出

する恐れがある。この理由で，資本移動ができる場

合の最適環境基準は，資本流動できない場合の最適

環境基準より悪くなると想定できる。この理由に

よって環境質はさらに悪化する。

我々は単純なモデルで・この現象を説明しよう。こ

こでは国の間で資本は自由に流動でき，労働力が流

動できないと仮定する。単純化にするために，他の

国は環境税が一定のまま， A国は自国領内で環境

税を引き上げるとする。ここでは一つの財(複合財

と考えてもよろしい〉と仮定する。この財を生産す

るとともに汚染物質が放出される。この汚染物質の

放出は他の投入要素と代替可能である。

Q=F(K， L， S) (5-4) 

FはK，L， Sについて規模の経済性が一定であ

る。ここでは， Kはこの国での資本である。 Lはこ

の国の総労働力である。 Sは汚染物質の放出量であ

る。

K S 
s= を設定する。そうすれば，L' U L 

Q=L!(k， s) 

よく知られる以下の性質がある。

ん>0，/.>0 ん.<0，/..<0，ん.>0
(5-4)式を微分して，

FL=/(k， s)-kん-sl.

(5-4 A) 

利潤最大化を求める企業にとって，以下の式が成立

する。

ω= I -kl.-st (5-5) 

ここでは， W は賃金率である。 tは汚染放出に課

せられた税率である。賃金はこの国の住民に直接渡

され，税金はこの国の政府を通じて，最後にこの国

の住民に帰着される。

ω+st=vと設定して， (5-5)式は，

v=l-kl.， (5-6) 

になる。

A固にとっては，集計的な効用関数は U=U(v，

s)である。

我々が求めたいのは， この国が税金でこの国の汚染

物質の放出(環境基準〉を調整する時，この国の総

収入にどのような影響を与えるかである。

(5-6)式をsについて全微分する。

ff=〔fh-kfhh-fh〉警+ん一kl..

=ん一恥-kん警 (5-7) 

資本が流動できない場合は，安=0，だから，

rl..* 
三宮=ん一払s

資本が流動できる場合，資本に関する収益率は各国

間で同じである。

ん=r (ここでは rが定数である〉。

この場合は，d(ん-r)=fムdk+ん.ds=O，つま

り 並k 一主主
'ぬんh

この式を (5-7)式に代入して，

与=ん一払.+kん手旦=ん
U~ Jkk 

ん.>0によって，

dv ~ dv* 一一>.... :;_ (5-8) 
ds / ds 
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資本流動できる場合， A国が汚染物質放出量を

ー単位増加すること(環境基準が下がると L、う意味〉

によってj の所得の上昇率(ま)は資本流動で

きない場合の上昇率(与)より大きい。言L替え

れば， A園が汚染物質の放出量を一単位減少する

(環境基準が厳しくなること〉ことによって，国の

所得の減少分は資本流動のできる場合の方が資本流

動できない場合より大きい。資本流動ができる場合

は環境基準を緩和する傾向がある。このモデルで

は，他の固からの汚染や自国から他の国への汚染は

考えていない。もし，この国の外部性の問題を考慮

するならば，環境基準はさらに下がる。

本論文で第四章までの分析はすべて貿易がないと

いう前提の下で行われていた。貿易がない場合，各

国が自国にとって最適な環境政策を取っても，その

国の汚染物質の放出量は，世界の最適基準の場合に

その国が排出した放出量を上回る。さらに，国際貿

易が行われている時，その国は貿易収入，資本の流

出などを考慮しなければならないから，その国の最

適基準はさらに緩和される(放出量が多くなる〉。こ

の場合は，地球環境問題はさらに悪化する。本論文

で今まで述べてきた結論，つまり，条約がなければ

地球環境問題は解決できないという結論は，国際貿

易が行われる場合も成立する。

3. 他の国の環境基準の影響

国際間で，貿易が環境基準の設定に与える影響は

前節で考察した。国際間の場合は，固と国の聞の環

境基準の相互影響がある。単純化するため，ここで

は二カ国を考える。もし a国が環境基準をあげる

時に， b国が環境基準をそのままにすれば， a国の

行動によって， a国の環境質が改善されるのはもち

ろん，国際環境質を改善できる。しかし， a国が環

境基準を厳しくすることによって b国の環境質は

変わることになる。 b国にとってこの新しい環境質

の中では，以前の環境基準はもはや最適ではない。

これによって， b国は新しい環境基準に変更する

が， a国の環境基準の改正に対して b国はどのよう

に反応するか，これが本節の問題である。

B'(E，) i=a， b， 

はi国の放出による私的利益である。

C'(EA十EB) i=α， bはi国の社会コストで

ある。

以前の仮説によって， K<O， Ci， >0， c;'<0 
(5-9) 

実際の放出量 Eが最適の放出量 E事より小さい時，

つまり E<E*の時，

B:>O (5-9 A) 

E=E*のとき，Bム=0 (5-9 B) 

E>E*のとき，B;<O (5-9 C) 

もし，政府が汚染物の放出を減らす場合，その放出

量の減少分を-L1E，=X， と定義する。明らかに， 1 

国の私的利益は減少する。社会的なコストも減少す

る。ここでは政府が何もしない時の放出量を E*と

仮定して，

B，(E，) = B，(Et + L1E，) 

=Bi(Et-X) = Bi(Et) -Si(X，) 

Si(X，)は放出の減少によって生じる私的な減少

分である。つまり Xiを減少するために，1国がか

かった私的なコストである。

C(Eα+Eb)=C，(E"t-Xa十Et-Xb)

= C，(E"t + Et) -U，(Xa + Xb) 

U，(Xa+Xb)は放出の減少分 X.+Xbによる i国

の社会的なコストの減少分である。つまり ，Xa 

+おらを減少することによって，社会的な利益の増

加となる部分である。

(5-9)式によって，以下のいくつの式が得られる。

oB， oB; 
S;=ー十:'-::=Bi>O Si'= ~~: =-B:">O 。'X

i
-LJz""'-v aX

i 

OCi Tm_  oCi 
Ui=一一:'::=Ci>O Ui'=一1'::=-C?<o ox， ox， 

(5-10) 

われわれはまず Nash均衡を考察する。各国は自

国の利益の最大化によって，

S;(X，) = Ui(Xa + Xb) 

汚染物質除去の私的限界費用と限界社会利益とを

等しくする。 a国にとって，最適な除去量はね

(Xb)で表す。 ra(Xb)はa国の反応関数と呼ぶ。

a国の最大の純利益は，

民(Xb)=max[ Ua(Xa十Xb)-Sa(Xa) 1 

=仏(ra(Xb)十Xb)-SaCra (Xb)) =九(ra(Xb)，Xb) (5-11) 

包絡線定理を利用して， (5-11)式の左辺の W をX

について全微分する。

dl九_ a rTTfV ，v ¥  C' fV¥ll _aUa 
瓦瓦[仏(お十五)-Sa(Xa)ll…瓦=日

(5-12) 

(5-11)式の右辺の Vについて全微分(包絡線定理
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を利用せず〉すれば，

dl-乍 aVadYa ， av; 一一一=一一一一一ι十一一乙=(U~-S~) ~~十 U~dXb -aXa dXb 'axb '-va ~a/ dXb 

(5-13) 

(5-12)式をさらに微分して，

d2Wa abUa dra ， a2Ua _ 71" dr 
友子=瓦沼zzt+対 =u::d~ + U:: 
(5-13)式をさらに微分して，

d2Va ，"" dra dra '/T"  ('.， d2ra U_n~: == ( u;; -sつ一一一一~十 (U~-S~) つv2dX~ -，L/a vaJ dXb dXb '，
va '-'aJ dχb 

• dra dra ， Tm  dra dr 十 U~ 一一一一一ι+u~ 一一一一一ι+Uaa aXb dXb 
I L/a dXb dXb 

dbyl:も d2下二l
l疋ー=万宏一Ix.α=r(Xb)

さらに，ra(Xb)の定義によって， u~=Sム，だか

dra 打"
一一一=一~ーでになる。dXb-S~- U~ 

drh ur; 同様に，一~=一一~
dXα S~-Ub 

(5-10)式によって，

KL<O並':<0 I並;1<1 1 ~丘1<1
dXa 

'v  dXb' V 

I dXa I 
，~ 

I dXb I 
この二つの反応曲線の交差点 NはNash均衡と対

応している。このとき，両国の放出量は別々に X.*

と Xb •で、ある。この点は安定的な点である。

われわれが知りたいことは，もし a国が何かの

原因で(環境の意識が高まり a閣の効用関数，コ

スト関数などが変化する場合)， a国の反応関数が

右へシフトすれば a国は更に多くの汚染放出を減

らす。しかし，この時， a国の行動によって， b国

の最適放出は増加することになる。

4. 地球環境問題に関する国際合意の可能性

今まで、は，地球環境問題を解決するために，国際

条約(合意〉が不可欠で?あるという本論文の中心テー

マを分析してきた。国際条約が成立できるかどうか

は分析していなし、。しかし，地球環境問題に関する

函際条約が成立できなければ，本論文の有効性は若

干低下することとなる。ここでは少し条約成立の可

能性をみてみる。強調したいことは，本論文のテー

マはあくまでも地球環境問題を解決するために国際

合意(条約〉が不可欠であるということである。条

約成立の可能性に関する以下の分析は，厳密ではな

L 、。

まず，結論を述べる。地球温暖化に関する国際条

約の成立は可能である。主な根拠はオゾン層破壊を

防止するための国際条約が既に成立されている。つ

Xb 
ra r'a 

rb 

Xb* 

X'b噂

Xa 
。

Xa* X'a 

図5-1 反応関数

まり，オゾン層に関するこつの国際条約があり，

1985年の「オゾン層の保護のためのウィーン条約」

と1987年の「オゾン層を破壊する物質に関するモン

トリオール議定書」で、ある。ここでの方法論として，

オゾン層破壊の問題と地球温暖化の問題は経済学上

の共通点から類推適応すると L、う手法を用いる。

オゾン層破壊と地球温暖化問題の聞には，以下の

ような共通点がある。

①地球温暖化問題とオゾン層破壊の問題は，国際

社会全体に関わる問題である。国境を越える大気汚

染が，一部の関係国に限定された問題であるのに対

して，オゾン層の破壊や地球温暖化の問題は，国際

社会のすべての国がそれらに寄与し，同時に，影響

を受けるからである。加害者と被害者を区別するの

は，もはや不可能である。

②オゾン層破壊の問題と地球温暖化の問題は，将

来の世代の生存基盤にも影響を与えるので，世代を

越えた全人類に共通した利益に関わる問題である。

両者とも，世代聞の平等と公正の問題に関係する。

③ある特定の国家にとって望ましく，利益にかな

うことであっても，全世界にしてみれば不利益にな

る場合があり，地球温暖化の問題とオゾン層の問題

は，まさにその例である。従って，両者には，諸国

の個別利益を調整するだけではなく，世界全体及び

全人類の共通利益を実現する新しい指導原理や倫理

観が求められる。

④両問題は，例えば，フロンの大気中への放出，

化石燃料から発生する二酸化炭素の大気中への放出

にみられるように人為的に起こされた問題で、ある。

しかも，ブロンや二酸化炭素などの原因物質はそも

そも人体に有害なものでないという点で， これまで
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の汚染問題とは異なる。

⑤両問題においては，原因と結果，対策とその効

果の間に，数十年というタイムラグが存在する。例

えば， フロンが大気中に放出されてオゾン層を破壊

するまでに数十年，今すぐフロン削減措置をとった

としても，その効果が現れるまでに数十年かかると

いわれている。

⑥影響は，不可逆的であり，一旦被害が発生すれ

ば，その修復のために莫大な費用と時聞がかかる。

⑦問題領域にとっては，科学的知見が確立してい

ない。例えば，オゾン層を破壊する物質としてフロ

ンがあげられていたが，どの化学式をもつものか，

またそれ以外にどのような物質があるか，温暖化を

もたらす物質として二酸化炭素以外に何があるか，

オゾン層や温暖化はどのような影響をもたらすか

等，まだ解明されていない問題が数多くある。科学

的不確実の中で，いかなる行動をとることができ，

またとるべきかと L、う問題をこの二つの問題は提起

している。

他方，オゾン層の破壊の問題と地球温暖化の問題

は，以下の点で異なる。

①オゾン層を破壊する物質として特定されている

アロン，ノ、ロンについてはその削減や代替物質への

転換が比較的容易であるのに対して，温暖化をもた

らすとされる二酸化炭素については，化石燃料の消

費が人聞の基本的な生産活動に関係しているため，

その削減が困難である。

②オゾン層破壊の悪影響が地球的規模で発生する

のに対して，温暖化の場合は，地域によって損失を

被ったり，利益を得たりするケースが出てくる。

以上の比較によってオゾン層破壊の問題と地球温

暖化の問題はこの二つの点で異なる。つまり，代替

物質への転換の容易さの問題と，利益のバランスの

問題である。第二の特異点は寒冷地域の国が温暖化

問題を解決することに消極的な行動をとることが有

り得る。しかし現実の中では，北欧，カナダなど，

寒冷地域の国々がむしろ積極的に温暖化問題の解決

に努力している。だから，この特異性はむしろ温暖

化問題の合意に特別な難点にならないであろう。も

う一つの先にあげた特異点は，エネルギーの転換，

つまり化石燃料から他のエネルギーへの転換の難し

さという点である。温暖化の主な原因は二酸化炭素

の増加で、あり，二酸化炭素はエネルギーの供給を目

的として，化石燃料の燃焼にともなって放出され

る。そして，エネルギーは生産活動と深く関わって

いる。経済成長と二酸化炭素の排出削減を両立させ

るためには省エネルギーによってエネルギー集約度

(エネルギー需要/GDP)を下げるか，エネルギー

源の転換によって炭素集約度(炭素排出量/エネル

ギー需要量〉を下げる必要がある。世界全体からみ

ると，二酸化炭素の排出量はGDPの成長にほぼ比

例的に増加している。しかし，国と国とを比較して

みていけば，かなりの差がある。

表 5-1からみると，各国のエネルギー集約度，

炭素集約度，エネルギ一転換率は差がある。この差

表5-1 国別エネノレギー， GDPの差

1987 GDP 化石燃料
一次エネノレ

人口
ギー消費

中国 470，232 581，758 648.646 1，088，570 

インド 250，621 141，840 228，511 781，3794 

マレーシア 33，474 14，838 17，856 16，526 

韓国 111，668 54，764 66.059 41，575 

日本 1，370，685 311 ，360 371.660 122.091 

アジア 2，649，420 12，761 167，887 1，751，040 

資料.文献60)による。

はし、うまでもなく主に技術的要因である。温暖化問

題の国際交渉の中で，途上国が強く求めている技術

移転あるいは技術援助はこの点である。もし，アジ

アのエネルギー技術が日本並の水準になれば，いま

のGDPで，二酸化炭素の放出量は 36%にとどめる

ことができる。オゾン層破壊問題と比較される温暖

化問題は，客観的に異なる点はあるが，本質的な違

いは大きくないで、あろう。つまり，温暖化問題に関

する合意の可能性がある。

国際社会の共通の関心事項であるオゾン層保護や

温暖化防止にとって，すべての国が規制措置に参加

することが望ましい。そのような参加を保証するた

めの公平で効果的なメカニズムを創出する必要があ

る。その点で，モントリオール議定書は，注目すべ

き誘引策を提供している。

①規制措置に対する特例をいくつか設けている。

例えば，規制措置による工場閉鎖の結果として予想

される供給不足に対処するために，締約国間で生産

枠を移転することを条件に， 1986年の算定値の

10%ないし 15%の生産地が 25，000トン未満の締約



522 北海道大学農学部邦文紀要第 19巻第6号

表 5~2 旧ソ連・東欧及び主な途上国が日本の設備へ

更新の場合の CO2削減効果 (炭素換算百万 t)

電 カ
製造業 メロ〉‘ 吾ロヰl 

石 炭 石油 ガス

更新前 202.43 124.15 66.03 112.92 505.53 
旧ソ連

更新後 57.73 86.31 37.18 58.46 239.68 

更新前 64.59 139.43 9.51 6.84 220.38 
他の東欧

更新後 27.82 74.17 3.96 2.54 108.48 

更新前 267.02 263.58 75.54 119.76 725.91 
小計

更新後 85.55 160.48 41.14 61.00 348.16 

更新前 150.54 102.53 11.57 0.19 264.83 
中国

更新後 32.2 80.86 9.80 0.14 123.00 

更新前 22.66 42.20 2.09 1.51 68.46 
インド

更新後 6.94 31.04 1.18 0.29 39目95

更新前 14.42 0.96 1.34 。。 16.72 
ブラジノレ

更新後 11.15 0.65 0.99 。。 12.79 

更新前 11.89 4.72 2.10 1.40 20.11 
韓国

更新後 7.22 4.27 1.92 1.16 14.57 

更新前 199.51 150.41 17.10 3.10 370.12 
小計

更新後 57.51 116.82 13.89 1.59 189.81 

更新前 466.53 413.99 92.64 122.86 1096.03 
合計

更新後 143.06 277.30 55.03 62.59 537.97 

資料:文献78)による。

国については，産業合理化のために，他の締約国と

の聞で生産量を移転し受領することを認めている。

さらに，議定書採択日以前に計画され，着工または

契約された生産施設については， 1986年を基準に

して，その施設に関わる生産量を上乗せできる。

②途上国がオゾン層問題に関する条約に加入しや

すいように，途上国に対して特別な配慮をしてい

る。例えば，途上国の基礎的な国内需要を満たすた

め，規制物質の生産量に限り， 1986年の算定値の

10%ないし 15%の上乗せを認めている。また，規

制物質の一人あたりの消費量が 0.3キロ未満の途上

国に対しては，規制措置の適用を 10年遅らせてい

る。さらに，途上国の代替物質や代替技術の取得や

利用のために，財政的，技術的援助を行う。

途上国に対する配慮として，前記以外に，途上国

の規制措置の実施を促進する財政的条件の整備があ

る。モントリオール議定書の第二回締約国会合は，

第 10条を改正し，オゾン層保護のために「多国間基

金」を設立した。基金は国連分担金方式により，先

進国が拠出する。基金の規模は当初の三年間

(1991-1993)， 1億 6千万ドルである。基金の運

営は先進七カ国と途上国七カ国から構成される管理

委員会が行う。基金の使途は，途上国に対する技術

移転を含む財政的・技術的協力であって，議定書の

規制措置を遵守するために必要な費用の増分をヵ

パーするために使われる。

途上国としても，持続可能な開発の重要性は十分

認識できるものの，通常の開発に代えて環境に配慮

表 5~3 旧ソ連・東欧及び主な途上国の日本の設備へ
更新にかかるコスト 0990-2010) (兆円〕

製 造 業
電力 1口h 圭ロ一ιl 

鉄鋼 化石 窯業土石

旧ソ連 14.40 3.78 5.15 14.95 38.33 

他の東欧 5.34 3.39 2.69 5.08 16.5 

中国 7.43 1.52 9.42 8.42 26.79 

インド 1.65 0.34 1. 99 2.98 6.95 

プラジノレ 2.52 2.09 1.43 0.17 6.22 

韓国 1.04 1.51 1.34 0.81 4.69 

合計 32.32 12.63 22.03 32.41 99.48 

資料:文献78)による。

した開発とするために追加的に必要となる資金につ

いては，自国だけで調達できるものではなく，国際

的な協力が不可欠のものであった。この資金問題は

重要な問題であった。途上国は，温暖化などの地球

環境問題の原因はもとより先進国にあるのだから，

問題解決に必要な資金は r補償」的な性格をもっ

ており，先進国は義務として，これを拠出すべきで

あると主張する。この資金は新規かっ追加的なもの

であるべきで，拠出者優先の既存の資金供給機関に

代えて，途上国の意見の反映される新たな国際的資

金供給メカニズムを設けることが要求された。一

方，先進国は，環境保全の責任は，程度の差こそあ

れ，第一義的にはすべての国にあり，先進国が資金

供給を義務として行うべきものではなく，追加的資

金の必要性は認めるが，新たな資金供給メカニズム

の創設は必要なく，二国間及び多国間の既存の援助

システムの活用が重要とした。
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温暖化問題を解決するためには，誘引策が必要で

ある。第 lに，先進国から発展途上国への技術移転

を積極的に図る必要がある。第 2に，資金援助が不

可欠である。第 1の技術移転については，環境保全

のための技術移転は地球環境問題の解決に必要不可

欠なため，技術移転は必要である。民聞が保有する

技術であっても，譲渡的な条件(金利・返済機関な

どの条件が緩和されていること〕での移転を必要と

する途上国と，民間に対して非営利的条件で技術移

転を求めることが不可能で，技術開発の停滞を招く

ために知的所有権の尊重を必要とする先進国とが対

立する。先進国側は，途上国との技術の有償の取引

ができ，途上国への援助がで、きない。この技術援助

の問題はやはり経済の利益の問題である。前に述べ

た二つの誘引策は実際に一つの経済(金銭)的誘引

策に絞ることができる。先進国は温暖化の問題が全

世界のすべての国の共通の責任であることを強く主

張したが，途上国は主に先進国の責任であると強く

主張した。この激しい対立の裏で，やはり注目され

るのは経済利益の問題である。

前に述べたように，アジアがエネルギー構造，エ

ネノレギー効率などが日本の水準並になれば，アジア

GDPあたりの二酸化炭素の放出量はいまの 36%に

すぎない。もちろん，エネルギー構造などの指標が

その国の資源、の量および、パターン，経済力，あるい

はGDPに依存しているから，エネルギー構造が日

本と同じになることは非現実的である。しかし，仮

に，エネルギー構造が一定しても，単なる設備更新

によって，エネルギー効率の向上，二酸化炭素の放

出の抑制ができる。試算によれば，設備更新によっ

て，二酸化炭素の放出量が半分近くまで抑制でき

表 5-4 国際機関による徴収される炭素税および
分配 単位:億ドノレ(1990年価格〕

支出 収 入 純収入

EC 64923 32701 -32222 

北米 118246 27652 -90594 

日本 19576 12738 6838 

他のOECD 111164 5373 5791 

石油輸出国 25171 40297 + 15126 

途上国など 224108 344426 十120318

全世界 463187 463187 。
資料:文献日)iこよる。

る。設備更新は資金が必要である。旧ソ連，中国，

インドなどの国が更新に必要な資金は約 100兆円ぐ

らし、。この資金額はもともと資金不足のこれらの国

にとってはもちろん拠出できないが，第三章で分析

したように，全世界規模で国際機関によって集めら

れた炭素税よりはるかに小さい金額である。この計

画は全く可能性がないわけではない。

国際機関によって集中された税金は 463，187億ド

ルにのぼる。人口一人あたりに分配すれば，発展途

上国が支払う税金を差し替えて， 120，318億ドルが

得られる。この金額はエネルギ一関係の設備の更新

に使われる必要金額をはるかに上回る。

5. 残された課題

本論文は，地球環境問題を解決するための国際合

意が不可欠であることに関する研究である。ここで

は，地球環境問題は化石燃料の使用によって生ずる

地球温暖化や，フロンガスによるオゾン層破壊のよ

うに，その影響が地球上すべての人聞に及ぶ地球環

境問題である。経済学の視点からみれば，このよう

な環境問題を生ずる原因物質は典型的な公共れ財11

(public bads)である。本論文の分析方法は他の国

際環境問題(例えば，酸性雨の問題〉を分析するよ

うな手法を用いることはできない。なぜならば，硫

黄酸化物は二酸化炭素のような完全公共財の性質を

持っていないためである。

本論文では動学モデルに三つの同格な国を扱って

きた。この二つの園は社会の背景(環境，消費財に

対する選好〉が同質で，経済力が同様であるという

仮定をしている。直感的には，同格な二つの国の間

(先進国同士〉では，非同格な二つの国(先進国と

途上国〉の間より地球環境問題を解決しやすい。こ

の理由に基づき，本論文のごつの同格な三か国モデ

ルから導かれた自主規制が不可能で、あると L、う結論

によって，非同格のモデルで、は自主規制はさらに不

可能であるとし、う結論が成立する。残念なことに，

非同格な国の間での自主規制の不可能性が同格の国

の聞のそれより大きくなることの厳密な証明は今ま

での研究では得られていない。これは残された将来

の課題である。
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Summary 

The purpose of this paper is to demonstrate 

that without international agreements regarding 

global environmental problems，“ voluntary coop. 
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巴ration"Cie. voluntary environmental regulations) 

cannot be attained， even if aII countries seek long 

term benefits for themselves. Although real inter-

national environmental problems tend to be com-

pIicated， they can be explained by a simple mod巴l

for analysis. According to this simple model vol-

untary cooperation of the involved countries 

should be more easily obtained， yet it is in fact 

too complex， indeed impossible to achieve volun-

tary cooperation. Therefore， in order to reach a 

solution for global environmental problems， inter 

national agreements Cie.“treaties つare neces-

sary. 

If voluntary cooperation is not an equilibrium in 

the game， global environmental problems must be 

resolved by international agreements alone. How-

ever， it would be easier to solve these problems if 

voluntary cooperation were a perfect equilibrium 

in the game. In this case， free-riding would not 

occur， and the result of voluntary of cooperation 

would be reached under that one or some countries 

decIare to take the strategies in advance 

Although many papers have been written using 

static game theory to analyze the necessity of 

agreements， relatively few have been written 

based on a dynamic game theory. Due to the pos・

sibility that a result of disequilibrium in the static 

game can become a result of equilibrium in the 

dynamic game， the demonstration of the necessity 

of international magreements though the analysis 

of the static game is not sufficient. Therefore， it 

is necessary to use the dynamic model in order to 

demonstrate the necessity of international agree 

ments 

In concIusion， this paper wil¥ show that volun 

tary regulations or th巴 avoidanceof free-riding is 

impossible. Even though international agreements 

are hard to reach， they are indispensable if we 

want to solve global environmental problems 
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