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E彊軍需璽彊

地球環境問題のモデル解析 (3) :環境経済解析

山地憲治
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前回は CO2 抑制技術の評価に関するモデル解析を

紹介した.今回は CO2抑制に関する環境経済学的考察

のためのモデル解析を紹介する.

1. CO2 問題に関する環境経済モデル解析

の目的

CO2排出に伴う環境コスト(通常の市場経済には反

映されていないので外部経済コストと呼び，これを市

場に反映させることを外部性の内部化という)を含め

た最適な経済の姿を描くことが環境経済モデルの基本

的目標である.外部経済としての環境コストを CO2 排

出量一単位あたりで表現することができれば，それを

環境税として CO2排出に課税することで内部化でき

る.しかし ， cO2 排出の環境コストを推定するには，

Ic02 排出」・「大気中の cO2 濃度の上昇」・「温度上

昇」・「気候変化」・「環境インパクト」・「損害」という

一連の因果関係が定量的に分かっていなければならな

い.本連載の 1 回目に述べたように，現実にはこの因

果関係には極めて大きな不確実性が数多く含まれてい

る.地球温暖化の環境インパクトの評価自体もモデル

解析の重要なテーマであるが，今回は省 <.

気候変動枠組条約でも，究極的目標は「気候系に対

して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準に

おいて大気中の温室効果ガスの濃度を安定化きせるこ

と」であるが，目標となる濃度水準の値は明らかにさ

れていない.今は排出量抑制に関する当面の目標が議

論きれている段階である. したがって，現実の政策課

題として議論されている地球温暖化防止のための経済

的手段は，環境コストの内部化という純粋な意味では

なし別途の考察によって与えられる cO2 排出抑制目

標を効率的に達成するための政策手段としてのもので
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あることを認識しておく必要がある.

cO2 抑制策として検討されている経済的手段を，モ

デル解析の視点からシステム構造によって大別すると，

炭素税(補助金を含む)と排出権市場に分類すること

ができる.政策課題を ， CO2 発生量を与えられた水準

以下に最小コストで抑制する最適化問題として定式化

すれば，価格を制御変数として cO2 排出総量を調整す

る炭素税と，排出権の配分を制御変数としてコスト総

計を調整する排出権市場とは，数学的に双対関係にあ

る.今回は，まず，この 2 つの経済的手段に関するモ

デル解析を紹介する.

また，究極的な目的である環境コストを含めた最適

化というアプローチも「統合評価モデルJ (C02 抑制の

コストだけでなく抑制による便益，つまり抑制によっ

て回避される温暖化の損害コストも統合されていると

いう意味)の開発としてモデル解析が試みられている

ので，これについても最近の研究状況を紹介する.

2. 炭素税・補助金のモデル解析

炭素税は cO2 の排出に対して料金を徴収する制度

である.一方， CO2 排出量を減少させたり，大気中か

ら cO2 を吸収することに対して補助金を出す制度は，

理論的には負の炭素税と考えることができる.補助金

は公的機関による低利の融資や加速償却，課税控除な

どの財政的援助の形態をとることもある.このような

補助制度はわが国でも省エネルギーの推進方策等にお

いて経験がある.現実問題として補助金が炭素税と大

きく異なる点は，税は収入であるのに対し補助金は支

出であること，また，税は燃料中の炭素分に課税すれ

ば cO2排出のほとんどすべてを捕捉できるが，補助金

の場合は一般に申告により支給きれるためモレが多く

なるということ，および，補助金では補助の対象の特

定化において行政側の裁量が大きく作用することであ

る.炭素税の収入を補助金の財源に充てるという一石
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二烏の組合せもある.

2.1 炭素税の効果とコスト

炭素税によって CO2排出を安定化もしくは削減し

ようとすれば，どの程度の課税が必要で，それが経済

全体にどのような影響を及ぼすだろうか.この設問に

答えることが，炭素税のモデル解析の目的である.

炭素税の導入によってエネルギ一価格が上昇し省エ

ネが促進される.また，価格上昇は炭素分を多く含む

燃料の方が大きいから，化石燃料のなかでも石炭・石

油から天然7ゲスへ，きらには原子力，太陽エネルギー

などの非化石エネルギーへとエネルギ一転換が加速き

れる.これが炭素税の直接効果である(前回報告した

NE21のシャドープライスによる炭素税解析ではこの

直接効果だけが扱われている).一方，炭素税は経済シ

ステムを通して一般物価の上昇をまねし一般物価の

上昇はエネルギ一価格上昇を相対的に緩和して直接的

な省エネルギー効果を若干弱めるが，それ以上に，所

得の実質購買力を低下させ，総需要の減少によって不

況をもたらし，エネルギー需要を下げる.これが炭素

税の間接効果である.これら直接・間接の効果によっ

て生じる CO2 削減量が炭素税の効果であり，間接効果

として惹起される不況が炭素税のコストである.

したがって，直接・間接の炭素税の効果とコストの

評価のためには，少なくとも一国の経済全体が扱え，

エネルギ一間およびエネルギーとその他の生産要素と

の聞の代替・補完関係が表現できる必要がある.この

ような要請に応えるには，技術の選択を積み上げるボ

トムアップ型のモデルでは限界があり，計量経済モデ

ルあるいは一般均衡モデルというトップダウン型のア

プローチが採用されることになる.

天野 (1992) は，わが国の炭素税に関するモデル解

析研究をレビューして， r炭素税比率J と rGNP減少

比率」という 2 つの指標によって結果を比較している

(表 l 参照).これらの指標は，炭素税が導入されない

標準ケースの CO2排出水準から 1%分だけ排出量を

削減するために必要な，炭素税率($/トン C) およ

びGNP減少率(対標準ケース比%)を示す.つまり，

さまざまな CO2削減ケースを解析している各モデル

の結果色効果とコストの線形性を仮定して，削減率

1%に規格化して比較している.表 1 によれば，結果

は 2 つのク申ループに分類で、きる.後藤，伴のモデルは，

その他の 4 つのモデルに比べて，炭素税比率も GNP

減少比率も小さい，つまり小さい炭素税率で削減でき

642 (32) 

表 1 日本モデルによる炭素税シミュレーション

モデル 最終年 炭素税比率1) GNP減少比率町|

後藤 2030 2.7 0.02 
伴 2000 5.6 0.05 

『ーーーーーーーー ーーーー--・ーー ーーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーー守ーーーーーー

森 2020 17.0 0.22 
山地 2005 18.5 0.23 
伊藤 2010 16.5 0.29 
山崎 2010 19.2 0.41 

1) 対標準ケース比炭素排出量 1%削減につき，炭素トン
当たりドル.

2) 対標準ケース比炭素排出量 1%削減につき，対標準
ケース比%.

その国民経済的コストも小きいという結果がでている.

天野は，同様な指標を GREEN や Global-2100 (前回

の表 1 参照， Global-2100は ETA-MACRO の発展型)

などによる炭素税解析にも適用して，これら欧米のモ

デル解析の結果は，後藤，伴モデルの結果に近いこと

を見いだしている.

モデルによってこのような違いがでる理由は，天野

も指摘しているように，1)時間的視野の長短， 2) 

市場の効率性に関する仮定の相違， 3) 税収の扱い方

によって説明できる.相対的に小きい炭素税率で効率

的に CO2抑制ができるという結果を得ているモデル

では，時間的視野が長いためにより大きな調整が可能

であり，また，ほとんどが一般均衡モデルであるため

に市場の調整が理想的に行なわれる場合の結果がでて

いる.炭素税収入の取扱いについては，税収を何らか

の形で市場に還流するという仮定を採用したモデルに

おいて，国民経済コストが小きくなっている.

炭素税のモデル解析で特に注意すべき点は，今述べ

た税収の扱いと国際的影響である.

炭素税の導入によって CO2の排出量を安定化しよ

うとすれば，炭素税収は極めて大きな額に達し(たと

えばわが国の場合のモデル解析によると年間数兆から

十数兆円になる)，その税収の使い方が政策の効果に大

きく影響する.炭素税収は，温暖化対策の財源にも，

既存税制の歪みを正す財源としても使うことができる.

温暖化防止と税の歪みを是正するという 2 つの利点を

炭素税の二重の配当と呼ぶこともある.また，税制と

その還流は所得配分問題にも大きく関係する.エネル

ギーが生活必需品であるので，炭素税の逆進性(貧困

層が相対的に大きな影響を受けること)という問題が

生じる.これらは税制問題一般の枠組みの中で慎重に

検討すべき課題である.

また，炭素税の導入は商品の相対価格を変化きせ，
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国際貿易のパターンを変える.炭素税の導入が一部の

国だけで行なわれる，あるいは，導入される炭素税率

が国によって大幅に異なる場合には，鉄鋼やセメント

など炭素集約度の高い財の供給源が，炭素税率の高い

国から低い国へと移動する可能性が強い.これにより，

炭素税導入国で削減きれた CO2排出が他国へ流出す

る(炭素リーケッジと呼ばれる)という現象が起きる.

炭素リーケッジの解析のためには， GREEN や Global

-2100のような，貿易を考慮できる地域区分された世界

モテールが必要で、あるが， この分野のモデル解析はまだ

不十分である.現実の政策課題としても，国際的な所

得移転問題を考慮しつつ，世界全体として効率的な

CO2抑制を実現できる制度の検討に真剣に取り組むべ

きである.

2.2 CO2 削減補助金の効果とコスト

補助金政策の解析にはボトムアップアフ。ローチが必

要になる.ここでは，松橋ほか (1991) のモデル研究

を紹介する.最近では国立環境研究所のAIMプロ

ジェクトでより本格的なモテソレ解析研究が進められて

いる.

松橋らの研究では，図 1 に示すフレームワークで，

電力中央研究所の FORECAST21モデル(前回の表 1

参照)とボトムアップモデルを組み合わせている. (注

1) 

CO2 削減補助金の影響経路は図 1 の C と D で示され

ている.補助金によって経済性が成立する省エネや燃

料転換のための設備投資が行なわれ， CO2 排出量を減

少させる(経路D) が，一方で設備投資は直接的には

機械工業の，そして産業連聞を通じて間接的に素材産

業やサービス業の生産水準を押し上げ， CO2 排出量を

増加する(経路C).

補助金の対象としては以下の省エネ技術および燃料

脚注:

(注1)なお，表 1 で「山地」と表示きれている炭素税の解

析結果は， FORECAST21によるものであり，より詳細な結

果を表 2 に示す. FORECAST21によるモデル解析では，税

収を還流しない場合(図 l 中の経路Aのみ)と課税収入を所

得減税で相殺する場合(図中の経路A+B) の 2 ケースが計

算されており，表 l にはその内干即収を還流しないケースの

結果のみが示されている.税収を還流するケースでは，表 2

に示されているように，税収を還流しない場合と比べて，

2005年の実質GNPが約 8 兆円回復する.また，減税で税収

を相殺しても炭素税の CO2抑制効果はほぼそのまま維持さ

れる.

1995 年 11 月号

C02排出量抑制
(囲内分)

個別の省エネ・燃料転換
技術の積み上げ計算

図 1 FORECAST21 とボトムアップモデル 4 組合せに
よる補助金の効果の解析フレーム

転換を考慮し，投資資金の回収年数が 2-5 年以下(産

業部門に対して 2 年，家庭と発電部門に対しては 5

年)になれば新設・更新投資において選択されると仮

定して算定した.

-産業部門.既存の省エネ技術 (57種)，ボイラ燃料

の転換(石油→天然ガス)

-家庭部門・家屋の断熱材の普及

・発電部門:火力発電燃料の転換(石炭→ LNG)

補助金による CO2 削減シミュレーションの主な結

果を表 3 に示す.表 2 と比較して分かるように，特定

の費用効果の高い技術の導入を促進する補助金は，一

定限度内の削減については，炭素税よりはるかに優れ

た削減効率を示す.表 3 によれば，炭素 1 トンの削減

当たり 2 万円の補助金で， 2005年の CO2 発生量を 37百

万トン，累積では約 2 億 7 千万トンを削減できる.こ

の補助金のために必要な財源総額は2005年において

6200億円である.ただし，補助金の水準をさらに上げ

ても CO2 の削減量は頭打ちで補助金額だけが増えて

いくにとどまる.なお，補助金により経済が刺激きれ，

炭素 1 トン当たり 2 万円の場合， 2005年の実質GNP

が0.05%増加する.これによる CO2 排出量の増大はO.

06% , 24万トンである.経済活動，物価を通した補助

金の間接的効果は極〈小さいものと考えられる.

補助金による CO2 削減が効率的でありうることは，

モデル解析の結果を待つまでもなく原理的には明らか

である.すべての CO2対策の技術経済特性について完

全な情報を持つことができれば，最適な補助金配分を

行なうことができる.しかし，現実には完全な情報は

ありえないし，補助金配分の裁量において種々の利害

関係にもとづく非効率性が発生する.計画経済は原理

的には市場経済より効率的でありうるにもかかわらず，
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表 2 炭素税の効果とコスト

税収の還流なし 税収の還流あり

A. 実質 GNP (80年価格兆円)変化

2005年のみ 37.7 (-6.2%) 叫 - 30.0 (-4.9%) 

1990-2005年の累積 310.6 (-4.0%) -230.6 (-3.0%) 

(年率0 .4%減) (年率0.3%減)

B. CO2削減量(炭素百万トン)
2005年のみ 104.1 (26.6%) 99.8 (25.5%) 

1990 --0 2005年の累積 985.1 (17.1%) 939.0 (16.3%) 

C. 課税収入 (80年価格兆円)判

2005年のみ 11.9 12.0 
1990-2005年の累積 118.2 119.0 

D. CO2削減量当たりの課税収入
(万円/トン C)

2005年のみ 11.4 12.0 

1990-2005年の累積 12.0 12.7 

E. CO2削減量当たりの実質
GNP 減少(万/トン C)

2005年のみ 36.2 30.1 

1990年-2005の累積 31.5 24.6 

*1 WPI で実質化
*2 ( )内は炭素税がない場合に対する割合

表 3 補助金の効果とコスト

補助金水準(万円/トン C) 0.5 2 8 

A. 実質 GNP (80年価格兆円)変化

2005年のみ 0.05 (0.01%) 叫 0.33 (0.05%) 166(om)| 
1989-2005年の累積 0.05 (0.01%) 3.50 (0.04%) 22.65 (0.28%) 

B. CO2 削減量(炭素百万トン)
2005年のみ 20.2 (5.1%) 37.0 (9.4%) 46.3 (11.8%) 

1989-2005年の累積 150.9 (2.5%) 267.3 (4.1%) 426.4 ( 7.0%) 

C. 省エネ投資による CO2増加
2005年のみ 0.03 (0.01%) 0.24 (0.06%) 1.20 (0.31%) 

1989-2005年の累積 0.33 (0.01%) 2.32 (0.04%) 14.96 (0.27%) 

D. 補助金額 (80年価格兆円)判

2005年のみ 0.09 0.62 3.11 

1989-2005年の累積 0.71 5.02 32.42 

E. CO2 削減量当たりの補助金額
(万円/トン C)

2005年のみ 0.42 1.69 6.89 

1989-2005年の累積 0.47 1.89 7.88 

*1 WPI で実質化
*2 ( )内は補助金がない場合に対する割合

現実にその可能性を実現することは極めて難しいので

ある.補助金政策では具体的な運用方法について慎重

に検討する必要がある.

排出権市場は CO2抑制のために新たな市場を創設す

る.市場が成立するためには希少性を持つ商品が必要

である.排出権市場においては， CO2 の排出総量に枠を

課すことで CO2排出権という商品を人為的に導入す

る.
3. 国際的 CO2排出権市場のモデル解析

炭素税およびその変形としての補助金制度は，既存

の市場に価格シグナルを導入するものであるのに対し，

644 (34) 

排出権市場制度のもとではあらかじめ決められた

CO2排出総量を適切な基準で各構成員に割り当て，割
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当量を越える CO2 を排出しているものは自ら努力し

て CO2 を削減するかあるいは余裕のあるものから排

出権を買わねばならない.この選択と取引によって全

体として効率的な排出削減の実現が図れる . CO2 削減

のための政策手段としての排出権市場は，特に国際的

取引を通して世界的に効率的な CO2削減が可能にな

る点で注目きれている.気候変動枠組条約の中でも「共

同実施」と呼ばれる国際連携による CO2抑制手段につ

いて検討することになっているが，排出権市場は，こ

の共同実施制度の利点を説明する理論的背景となって

いる.

3.1 排出権市場における効率性と公平性

すでに述べたように，与えられた水準に最小コスト

で CO2 を抑制するという問題において，炭素税と排出

権市場は双対関係にある.取引費用がない場合の排出

権の市場均衡価格(均衡点では世界的に同じ値になる

地域毎の CO2 排出制約のシャドープライス)は，同じ

CO2 排出総量制約を実現する世界均ーの炭素税率と一

致する.これは世界各地域での限界的な CO2 削減コス

トが一致するように削減が行なわれるということであ

り，削減の効率性を保証している.

排出権市場てすま，排出権の初期配分と均衡点におけ

る配分との差に相当する取り引きが行なわれ，これに

Mt-C 

2000 

割り当て量

1000 

市場均衡

標準

東南アジア

<488> 

より地域間で所得の移転が起こる.初期配分を適切に

行なえば. CO2 抑制コストの負担における公平性が実

現できる.これは，取引費用が存在しない場合には効

率性と公平性の問題が分離できることを指摘した

「コースの定理」の一例である(杉山ほか (1994) 参

照)，

山地ほか (1994) のモデル解析では，排出権市場に

取引費用がある場合について，どの程度効率性や公平

性が歪められるかを，排出権の初期配分方式をいくつ

か設定して評価している.

3.2 排出権市場のシミュレーション

Edmonds-Reilly モデル(前回の表 1 参照)を利用し

て，国際的な CO2排出権市場と地域毎の炭素税を組み

合わせ，さらに植林という CO2 吸収オプションを含め

た CO2 抑制方策のモデル解析(山地ほか (1991) .岡田

ほか (1993) 参照)を紹介する.

このシミュレーションでは. CO2排出総量制約を世

界の 9 地域に2000年に予想される人口に比例して初期

配分し，排出量が権利の配分を上回る地域では，炭素

税を導入して排出量を抑制するとともに，税収を財源

として市場から排出権の購入を図ると仮定する.一方，

配分された排出権が排出実績より大きい地域では排出

権を売ることができるが，売却収入によって経済成長

アメリカ

<25> 

(21) 

市場均衡

標準

109US$ 
(1975) 

3000 

2000 

1000 

ラテンアメリカ

<299> 

計画経済圏アジア

<72> 

) :炭素税[US $ (1975) /t-C] < >:植林による吸収量 [Mt-C]
1 :排出権価格[US$ (1975) /t-C] <:= :排出権[Mt-C]

図 2 2000年で総排出規制を50億トンとした時の排出権市場
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し CO2排出が増えることになる.また，きらに，地域

毎の植林コストを想定して，炭素税収入あるいは排出

権売却収入を財源として植林を行なうことができる

ケースも設定し，この場合には植林によって吸収きれ

る CO2 を当該地域の CO2 排出から差し引く.なお，こ

のモデル解析では，以上のような各種 CO2対策を最適

化によって選ぶのではなしルールによって組み合わ

せているので，得られる結果は理論的な市場均衡点か

ら外れていることに留意されたい.

2000年で世界の CO2総排出規制量を50億トン C と

し，植林オプションも考慮した場合の結果を図 2 に示

す.図 2 より，東南アジア，アフリカ，ラテンアメリ

カと計画経済圏アジアの 4 地域が排出権を市場に供給

し，その他の 5 地域がそれを輸入している様子が分か

る.つまり，排出権市場を通して，北の先進国から南

の発展途上国へ大量の所得移転が生じる. しかも，こ

れにより，理論的に期待きれるように，各地域とも単

独で排出削減を行なう場合よりも CO2 削減効率が向

上している.また，植林を導入した場合と植林を導入

せず炭素税との組合せのみで排出権取引を行なった場

合との地域毎の税率と排出権価格を比較してみると，

植林の導入により排出権価格と炭素税率が低減きれる

こと，そしてこの現象は，世界の総排出規制を厳しく

するほど顕著に現われること等もシミュレーション結

果から明らかにされている.

3.3 モデル解析結果の解釈に関する留保

国際政治の現実的状況下では， CO2排出権の初期割

当，市場非参加国への制裁， CO2 排出量のモニタリン

グ等の大きな障害があり，モテール解析で示されたよう

な市場メカニズムの理想的な機能の実現は困難で、あろ

う.実際には，省エネ・環境技術に重点をおいた途上

国援助や，途上国の累積債務の返却分を当該国の森林

の保護育成などの環境対策に充てる環境・債務スワッ

プなど， r共同実施Jあるいはそれに類似の制度による

対応で同様の効果を実現すべきだろう.いずれにして

も，今後，世界規模で大幅な CO2 の抑制・削減を実現

するためには，発展途上地域を含む国際的な協力が不

可欠である.エネルギー需要の急速な伸びが予想きれ

る発展途上地域と先進工業地域の聞の利害対立を解消

し，継続的に全世界が参加できる国際的な CO2 抑制方

策のあり方について考察を深める必要がある.

646 (36) 

4. 統合評価モデルへの展開

政策解析の基本は費用便益分析である.つまり，対

象とする政策の実施コストの見積とそれにより期待さ

れる便益との比較解析である.地球温暖化問題のモデ

ル解析においては，この方向での研究は統合評価モデ

ルの開発として試みられている.なお，統合評価の焦

点は，温暖化対策のコストだけでなく対策の便益，す

なわち対策によって回避される温暖化の損害コストも

含むということであるが， CO2 だけでなくその他の温

室効果ガスやエアロゾルなど気候変動にかかわるすべ

ての要因を考慮するという包括性，さらには SOx，

NOx による地域環境問題など温媛化問題以外の副次

的影響も考慮するという総合性などを含めて統合評価

という場合もある.

統合評価の場合には， CO2排出量制約や大気中の

CO2 濃度の安定化水準は，モデル解析に対して外から

与えられる目標ではなしモデル解析の結果として得

られる結論である.この分野でのパイオニアモデルは

前回の表 1 で紹介した DICE (Dynamic Integrated 

model of Climate and the Economy) モデルで、ある.

4.1 DICE モデル

DICE は米国エール大学の Nordhaus が開発したコ

ンパクトな統合評価モデルである (Nordhaus (1994) 

参照).図 3 に示すように， Ramsey の最適経済成長モ

デルに， CO2排出抑制コストと地球温暖化の損害を付

加したもので，約10本の式で構成される非線形最適化

モデルとして定式化されている. DICE はモテールを構

成するすべての式とパラメータの値が公開されている

きわめて透明性の高いモデルである.目的関数は割引

総効用(消費に対する限界効用の等弾力性を仮定)の

最大化であり，労働と資本を生産要素とするコブ・ダ

グラス型の生産関数を中核とする経済成長モデルに，

割引総効用最大化+一一効用割引率

人口 | 

\f寸ノ投資\メ
一一一一一，生@.~ 資本
抑制コスト| \\、

C02抑制乏一一-->1 温暖化による損害
排出特性変化-- C02排出 • 

\も C02濃度 | 

放射強制力 l
その他のGHGの効果ノ 、温度上昇
図 3 DICE モデルの基本構造
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「生産」・ rc02排出制御とそのコスト J • rc02 濃

度j ・「放射強制力J . r気温上昇」・「温暖化損害」・「生

産の削減」という一連の関係を各々 1 つの式で表現し

て付加している. DICE には，簡単ながらも，経済成長

と気候変化の双方のダイナミックスが表現されており，

10年を 1 期として40期，つまり 400年間を対象として，

気候変化の対策コストと損害コストを考慮した最適成

長経路を求めることができる.

標準的な入力条件の下での DICE の最適解は，図 4

に示すように， CO2 排出抑制を全く行なわない無政策

ケースに近い.図 5 は，無政策ケースの場合の生産額

との比較を示したものだが， CO2排出量を 1990年水準

で安定化させるケースあるいは，均衡的な温度上昇が

一定限度内に留まるように大気中の CO2 濃度を安定

化するケースでは，回避される損害コストよりも対策

コストが大きくなり，全体としては大幅に生産を減少

させるという結果になっている.これは気候変動枠組

条約がめざす CO2規制に真っ向から反する結果であ

る.大胆に簡略化されたモデルによる結果であり，設

定したパラメータに大きな不確実性が伴っているもの

の，前提条件がすべて明確にされたモデル解析によっ

て，このような結果が示されたことは大変興味深い. 世界の総生産への影響図 5

地球温暖化問題は多くの学問分野が関係する複合問

題である.精度の異なる異分野の知識をどのように統

合するか，そもそも問題をどう設定するか，広範なデー

タ収集，いずれもモデル解析研究者の力量・センスが

問われる課題である.開発すべきモデルのタイプは対

象とする問題によって大きく異なる.いくら計算機の

能力が向上しでも，入力データが設定できないような

(37) 647 
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図 6 モンテカルロシミュレーションによる最適な CO2
抑制率の分布
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4.2 DICE による不確実性の解析

Nordhaus は設定したパラメータの不確実性が結果

に及ぼす影響を解析するために，モンテカルロシミュ

レーションによる感度解析と，その結果にもとづいて

設定した決定分析を行なっている.

モンテカルロ解析では，効用割引率や温暖化の損害

関数の係数など 8 個の主要なパラメータの確率分布を

考慮して多数回のモデル計算を行ない，最適解として

得られる結果の分布を求めている.解析結果によれば，

図 6 に示すように，最適な CO2 抑制率(無政策ケース

からの削減率)は非常に歪んだ分布を持つ.たとえば，

2045年の最適な CO2抑制率は，標準設定の時には12.

5%であるが，期待値では11%，中央値では2.6% とな

る.つまり，確率は低いが，非常に大きな CO2 削減が

最適になる場合がある.

決定分析では，モンテカルロ解析を踏まえて，不確

実性を 5個の状態に集約して，その発生確率の情報の

価値を情報が得られる時点をパラメータとして解析し

ている.主要な結論は，不確実性の存在のもとでは，

より大きな CO2 削減が正当化きれることであるが，紙

面に余裕がないので詳細は参考文献 (Nordhaus

1995 年 11 月号 © 日本オペレーションズ・リサーチ学会. 無断複写・複製・転載を禁ず.



モデルは使いものにならない.特に，統合評価モデル

には複合問題の難しさが凝縮して表われる.挑戦すべ

き課題はまだまだ沢山残っている.不確実性の解析を

はじめ，貿易を本格的に考慮した多地域モデルの開発，

森林破壊やバイオマスエネルギー・食糧生産などに関

わる土地利用モデルの組み込みなど，今回の連載では

十分に紹介することができなかった課題が多々ある.

地球環境問題はモデル解析の題材の宝庫である.
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