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汚染削減と経済成長の理論分析

大　住　圭　介

1序
　低い経済発展段階では地球環境は経済システムにとって，主として資源を供給する役割，つ

まり地球環境は経済システムにとってソース（source）としての機能を果たしていた．この点

で，1970年代には石油価格の高騰に関連して，資源の枯渇と成長の限界が論じられ，経済学

の領域でも枯渇資源あるいは再生可能資源と経済成長の問題が活発に議論された1．

　しかし，現在では状況は一変している．地球環境に関連して，最近議論の対象になっている

ことは次のような問題である．

　（1）2005年のハリケーン（カトリーナ）により，ニューオリンズで甚大な被害が発生した．

　（2）従来，冬季に寒冷のために土中の害虫が死去していたが，最近は冬でもそれほど雪が降

らず，農作物の被害が報告されている．

　（3）北極圏の氷河が溶けており，また気温の上昇により海面の上昇が生じ，太平洋の幾つか

の島が水没する危険性がある．ロシアのヤクーツクでは，平均気温が過去100年で約2．5度上

昇している．シベリアの永久凍土の境界が年間5～6メートル後退している．

　（4）梅雨期における集中豪雨が激化している．

　これらの現象の背後にある要因については議論が続けられてきたが，最近公表された気候変

動に関する政府間パネル（IPCC）第4次評価報告書によって一応の決着をみた2．さらに，主

として地球温暖化は大気中のCO2の濃度の上昇に関連していると指摘されている3．このよう

な地球温暖化を含んで，焦眉の急となっている種々の環境問題に対して，汚染等を拡散・吸収

する地球自体の自浄作用の側面，つまり地球のシンク（sink）としての機能の重要性が認識さ

れるようになっている．

　このような状況の変化に呼応して，地球環境と経済成長に関する理論的・実証的研究が活

発になされている．実証的な研究としては，Grossman　and　Krueger（1995），　Vbgan（1996），

　1Dasgupta　and　Heal（1974），　Stiglitz（1974），　Dasgup七a　and　Heal（1979），　Clark（1990），　Nordhaus（1992）

等の文献を参照せよ．

　2第1次報告書では，「観測された温度上昇は大部分が自然変動によることもあり得る」ということであったが，第

4次報告書では「過去半世紀の気温上昇のほとんどが人為的温室効果ガスの増加による可能性がかなり高い」と主張
している．

　3一説には，既に7，300億トンのCO2が蓄積されており，さらに，毎年63億トンが生産活動により大気中に排
出され，そのうち，光合成により14億トン，海中に17億トンほど吸収され，残りの32億トンが大気中に排出され
ていると推定されている．地球温暖化を回避するには，この排出を削減することが不可欠であるとされている．

／
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Brock　and　Taylor（2005）等の多数の研究が存在する、ここでは，　Brock　and　Taylor（2005）に

おける実証研究をベースとした定型化された事実を紹介しておくことにしよう．

　（1）1940－1998年の期間で，GDP　1単位当たりの汚染物質は減少傾向にある．

　（2）1972－1994年の期問で，GDP　1単位当たりの民間の汚染削減費用に対する支出（PACE）

の比率は1980年まで急激に上昇しているが，その後一定に留まっており，その比率は約1．5

パーセントである．

　（3）ほとんどの汚染物質は最初上昇し，その後，減少傾向にある．このようにデータによっ

て環境クズネッツ曲線（Environmental　Kuznet　curve）の存在が示唆されている4．

　上述の実証的な定型化された事実を考慮して，地球環境と経済成長の関連で理論的な展開を

するには，次のような要素を考慮しなければならない．

　（1）ソースだけではなく，シンクとしての地球環境の役割も取り込んだフレームワークを構

築しなければならない．

　（2）最適成長経路あるいは市場均衡成長経路として，長期的に環境クズネッツ曲線のような

パターンはどのような要因で生じるか．

　（3）動学的な一般均衡論的なシステムのもとで，イノベーションと誘発的技術進歩の役割が

強調されなければならない．

　最近，内生的成長論の隆：盛の影響を受けて，地球環境のシンクとしての機能を取り込んだフ

レームワークの構築が経済学でも追求されるようになり，経済成長との関連で動態的なシステ

ムの開発が進行中である．Gradus　and　Smulders（1993），　Bovenberg　and　Smulders（1995），

Smulders　and　Gradus（1996），　Stokey（1998），　Brock　and　Taylor（2003），（2005）を参照せよ．

　このような理論的な議論の進展の中で，本論文では，次のことを企図する．

　（1）環境クズネッツ曲線の背後に存在する汚染削減技術の変化に関する重要な理論的文献

であるStokey（1998）とBrock　and　Taylor（2003），（2005）の議論を一般的なシステムで統合

的に展開し，理論的限界と意味を明確にする．

　（2）地球環境と経済成長の問題に関する議論に関連して，依然として残されている不十分な

数理的展開を厳密なものにする．

2環境汚染と内生的経済成長の一般的モデル

2．1一般的設定

次のような問題が考察される．

一xi
閧O．♂｛0誉ま1一二二オ

subject　to

　4Grossman　and　Krueger（1995）は，一人当たりGDPと環境汚染の程度の間には逆U字の関係がある，つま
り環境クズネッツ曲線（Environmental　Kuzne七curve）の存在を確認した．大坂（2005）の第7章も参照せよ．

一2一
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　　　　　　　　　　　k』＝ノ4egt1（α之一δ1（一〇，

　　　　　　　　　　　波一五egtκαφ（・）一ηx，

　　　　　　　　　　　κ（0）＝Ko，　X（0）＝Xo．

ここで，ρは時間選好率，δは資本減耗率，ηは自然の吸収率である．また，Kは物的資本の

量，0は消費量，Xは汚染物質量である．さらに，σ＞0，ッ＞1とする．最後に，之は汚染

の排出を表す技術パラメータであり，数値が大である程，技術的に劣悪であることを示してい

る．したがって，1一之で削減技術を表すパラメータであると仮定することも可能である．以

下，下記のケースを特に検討する．

　Stokeyのケース：g＞0，α＞1，φ（の＝zβ，β＞1．

　Broch　and　Taylorのケース：g＝0，α＝1，φ（の＝1一（1一のα，α＞1．

2．2一般的なフレームワーク

　ハミルトニアンは次のように設定される．

　　　H一≒1一弓X・＋λ・｛押・一δκ一・｝＋λ・｛A・卿φ（・）一ηX｝・

　（K（オ），x（の，0㈲，2（オ））が最適経路であるとしよう．そのとき，（λ1（オ），λ2㊨）が存在して，

次のことが成立する．

　（1）任意の0≧0と任意のオに対して，

　　　　∬（K（オ），X（オ），0（オ），2（オ），λ・（オ），λ2（オ））≧H（K（オ），X（オ），0，2（オ），λ・（オ），λ2（オ））．

したがって，

　　　　　　　　　　　　　　　　　o（オ）一σ＝λ・（オ）．

　（2）　（実行可能な）任意のzと任意のオに対して，

　　　　E（K（孟），X（オ），0（オ），2（オ），λ1（孟），λ2（オ））≧E（K（オ），X（オ），0（オ），之，λ1（オ），λ2（オ））．

すなわち，（実行可能な）任意の之と任意のオに対して，

　　　0（オ）レσ一1BX（オ）ツ

　　　　1一σ　　　　　7
　　　＋λ・（オ）｛且・蜘α2（オ）一δ左（孟）一∂（オ）｝＋λ・（孟）｛Aegt左（オ）αφ（2（オ））一η逸（の｝

　　　＞o（孟）1t　1－BX（オ）ツ

　　　一　　1一σ　　　　　ツ

　　　　＋λ・（オ）｛且e蜘α・一δ左（オ）一∂（オ）｝＋λ・（オ）｛且・・噴（オ）αφ（・）一η綱・

つまり，（実行可能な）任意のzと任意のオに対して，
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λ、（孟）且e9古即）α2（オ）＋λ2（孟）且e9オK（オ）αφ（2（孟））≧λ、（オ）五e9オκ（オ）α・＋λ、（舌）且e9亡κ（オ）αφ（・）．

以下，K（オ）＞0であると仮定する．したがって，（実行可能な）任意のzと任意のオに対して，

　　　　　　　　　　λ1（孟）2（の＋λ2（オ）φ（2（オ））≧λ・（オ）之＋λ2（オ）φ（Z）．

いま，議論の簡単化のために，次のように定義する．

　　　　　　　　　　　　　　H（2二，孟）　＝λ1（オ）之＋λ2（オ）φ（之）

この関数に関連して，次のことが成立する．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　42H（之，オ）　　　　　　　　盟（之，孟）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一λ2（オ）φ”㈲．　　　　　　　　　　　　＝λ、（オ）＋λ2（オ）φ’（の，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4z2　　　　　　　　　ゐ

3ストーキーの帰結の解釈

　Stokey（1998）のケースを考察することにしよう．ここで，　zの制御領域を［0，1］とする．こ

のケースでは，上記の定義は次のように表される．

　　　　　　　　　　　　　　倉（之，オ）一λ、（孟）・＋λ，（オ）・β。

この関数に関連して，次のことが成立する．

　　　　　　　　　　　　　認（z，オ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝λ1（オ）＋βλ2（孟）之β一1，

　　　　　　　　　　　　　　　φ・

　　　　　　　　　　　　　d2E（z，オ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝λ2（孟）β（β一1）之β一2．
　　　　　　　　　　　　　　　砒2

ここでは，Stokey（1998）と同様に，λ2（オ）＜0ということを前提にする．次のことが成立する．

　　　　　　　　　　　　　　　　　d2E（・，の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く0．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　d之2

したがって，オを所与として，E（之，オ）は之に関して狭義の凹関数である．ここで，之＝1で評

価すると，次のように表される．

　　　　　　　　　　　　　　　盟（1，オ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝λ1（の・＋βλ2（孟），
　　　　　　　　　　　　　　　　タ
　　　　　　　　　　　　　　42π（1，オ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝β（β一1）λ2（オ）．
　　　　　　　　　　　　　　　　砒2

以上のことより，次のことが成立する．

　　狙（1，孟）
　　　　　　＝λ1（の＋βλ2（の≧0ならば，2（の＝1．
　　　ぬ

d響荊＋鋤く・なら賄点解であ岡一膿））綱
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　Stokey（1998）の議論では，直感的な推論により汚染削減技術の変化パターンが求められて

いる．Stokey（1998）の議論が成立するには，次のような条件が必要である．

　　　　　　　　　　　　　4」σ（1，0）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝λ1（0）＋βλ2（0）＞0，（1）

　　　　　　　　　　　　　　　伽

　　　　　　　　　　　　　　　　　盟（1，の
（2）　　　　　　　　あるオ＞0で，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝λ1（オ）＋βλ2（オ）＜0．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゐ

　議論の展開に関連して若干の曖昧さは残るが，Stokey（1998）における主張は，環境クズネッ

ツ曲線の背後にある汚染削減技術の変化パターンを理論的に解明することである．つまり，当

初，経済の成長ともに環境汚染は進行するが，その後，環境を改善するための技術が開発され

るとするパターンが1つの可能性として提示されている．その意味については図1を参照せ

よ．したがって，当初，汚染削減の点で劣悪な技術が使用され，その後，汚染削減の点で優れ

た技術に変更される．このことを前提として，環境クズネッツ曲線に関する1つの根拠が提示

されている．

図1 自

O Z

4ブロック＝テイラーのフレームワークと帰結

4．1フレームワークと準備的考察

　前節で議論されたように，環境クズネッツ曲線の導出に関するStokey（1998）の議論は厳

密なものではなかった．一般的に，環境クズネッツ曲線を導出するという試みはBrock　and

Taylor（2003），（2005）によってなされた．　Brock　and　Taylar（2003），（2005）の議論の厳密な

展開は主としてBrock　and　Taylar（2003）によってなされているが，数理的展開が若干錯綜し

ており，必ずしも明確ではない．本節では，できるだけ論理の厳密化を企図する．Brock　and

Taylor（2003），（2005）では，汚染の排出に関する技術パラメータに関連する規定が次のよう

に変更された．
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　　　　　　　　　maximize∠．．σ（◎X）・一ρオ4オ

　　　　　　　　　subject　to

　　　　　　　　　　k一且κ・一δK－0，波一且K｛1一α（1一・）｝一ηX，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　κ（0）＝Ko，　X（0）＝Xo，0≧0，1一一≦之≦1．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　α

ハミルトニアンは次のように設定される．

　　　　　01一σ＿1　jBXツ
　　　　　　　　　　　一　　　　　　十λ1｛ノ4κ2∫一δ1（一〇｝十λ2｛ノ1K｛1一α（1一之）｝一ηX｝．　　　11ニ
　　　　　　　1一σ

（K（孟），X（の，0（オ），z（オ））が最適経路であれば，次のことが成立する．

ヨ（λ、（オ），λ2ω）：

　（1）∀0≧0：

　　　　H（κ（オ），X（オ），0（孟），之（孟），λ・（オ），λ2（オ））≧H（K（オ），X（オ），0，之（孟），λ1（オ），λ2（オ））．

（2）∀・∈［1一岩，1］：

　　　　．H（K（オ），X（オ），0（孟），之（オ），λ・（オ），λ2（オ））≧H（κ（孟），X（オ），0（オ），之，λ1（オ），λ2（の）．

つまり，

　　　0（オ）1一σ一1BX（オ）ツ

　　　　　1一σ　　　　　ツ

　　　十λ1（オ）｛ノ11ぐ（オ）之（オ）一δ1ぐ（孟）一〇（オ）｝十λ2（オ）｛ノ1K（孟）（1一α（1一之（孟）））一ηX（オ）｝

　　　＞o（オ）1一σ一1－BX（オ）ツ

　　　一　　1一σ　　　　　・γ

　　　　　十λ1（オ）｛ノ11（（オ）之一δκ（オ）一〇（孟）｝十λ2（オ）｛ノ41（（オ）（1一α（1－z））一ηX（オ）｝．

すなわち，∀之∈［1一岩，1］：

λ1（の且K（オ）z（オ）＋λ2（オ）五K（オ）（1一α（1－z（オ）））≧λ1（孟）且K（オ）z＋λ2（オ）みK（孟）（1一α（1－z）），

つまり，

　　　　　且K（オ）（レ之（孟））｛一λ1（オ）一αλ2（舌）｝≧且K（孟）（1一之）｛一λ1（オ）一αλ2（オ）｝．

　ここでは，Brock　and　Taylor（2003）と同様に，5（オ）＝一λ1（オ）一αλ2（重）とおくことにする．

　　　．　　　　　　　　∂∬
　　λ・（オ）一ρλ・（孟）一品一ρλ・（オ）一λ・（オ）｛雌）一δ｝一λ・（オ）且（1一α（1一・（孟））），

　　入・（オ）一ρλ・（孟）一品一ρλ・（オ）＋BX（オ）・一・＋λ・（のη一（ρ＋η）λ・（の＋BX（孟）・一・・
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　（1）∀ポθ（の＝0のケース（すなわち，一λ1（の一αλ2（の＝0）

　　　　　　　入1（孟）＝ρλ1（オ）一λ1¢）｛ノ4之（孟）一δ｝一λ2（オ）ノ4（1一α（1－21¢）））

　　　　　　　　　　一一λ・（オ）｛雄δ一ρ十且（1一・（孟））｝

　　　　　　　　　　一一（孟）｛且（1－1）†δ｝・・

以下，記号の簡略化のために，g＝4（1＿1　　　α）一ρ一δと記すζとにする．

　さて，次のように定義する．

　　　　　　　　　　　　　　　　D（の＝1一α（1一之）．

環境汚染に関する蓄積方程式は次のように表される．

　　　　　　　　　　　　　波（オ）一且K（オ）D（・（オ））一ηx（オ）．

したがって，
　　　　　　　　　　　　　　波（孟）　．4K（オ）D（之（孟））

　　　　　　　　　　　　　　爾＝　x（孟）　一η’

本稿では，一般的に変数コじの成長率を衡と記す．以下では，均斉成長経路の可能性を検討す．

ることにする．そのためには，AK（孟）D（z（孟）X（舌））＝一定ということが成立しなければならない．し

たがって，次のことが成立する．

　　　　　　　　　　　　　　　　　9K＋9D（・）＝9X・

一方，このケースでは，任意のオに対して次のことが成立している．

　　　　　　　　　　　　　　　　　λ・（孟）＝一αλ2（孟）．

したがって，

　　　　　　　　　　　　　　　X、（の　　λ2（オ）

　　　　　　　　　　　　　　　双「一λ、（オ）＝一9’

他方，次の式が成立している．

　　　　　　　　　　　　　　lill一（ρ＋η）＋響1・

したがって，

　　　　　　　　　　　　　　　9一（ρ＋η）＋B驚1・

ゆえに，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　BX（オ）ツー1
　　　　　　　　　　　　　　　　λ2（孟）＝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9一ρ一η●

また，次のことが成立している．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　λ・（の＝o（オ）一σ．

よって，

　　　　　　　　　　　　　　・（オ）一一α｛鷺）≡揚｝・

したがって，

　　　　　　　　　　　　　　一σ・瑠一（ツー・）諜1・

以上のことより，Xの成長率が次のように求められる．

　　　　　　　　　　　　　　　細一一σ∂（オ）＜。．

　　　　　　　　　　　　　　　x（オ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7－10（亡）

次に，D（のの動きを検討しよう．このケースでは，次のことが成立している．

　　　　　　　　　　　　　波（孟）一孟K（のD（・（の）一ηx（の．

したがって，

　　　　　　　　　　　　　　斐霧i一み鶏D（之（オ））一η・

以上のことより，

　　　　　　　　　　　　　｛1≒＋η｝一畷ID（・（の）・

　したがって，

　　　　　　D（・（亡））一撚）｛9＋｝≒デ）η｝一三）｛（≒当一9｝・

したがって，D（之（切が有意味であるためには，次のことが成立しなければならない．

　　　　　　　　　　　　　　　　　η（7－1）＞9．

（2）∀仁5（のく0となるケース（すなわち，一λ1（孟）一αλ2（のく0となるケース）

　このケースでは，之（の＝1となり，次のことが成立する．

　　　　　1記＝ノ4κ一δ1（一〇，

　　　　　x＝且κ一ηx，

　　　　　入・一一λ・（五一δ一ρ）一λ・孟一一λ・｛孟一1み一δ一ρ＋か｝一λ・み

　　　　　　　　　　　1
　　　　　　＝一λ19一一λ1A一λ2孟
　　　　　　　　　　　α
　　　　　　　　　　　1
　　　　　　一一λ、9一一斑λ1＋λ2α｝，

　　　　　　　　　　　α
　　　　　入、一（ρ＋η）λ、＋BX・一1．
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（3）∀ポθ（の＞0となるケース

　このケースでは，z（の＝1－1／αである．ゆえに，このケースでは次のことが成立する．

　　　　　　　　　　1（＝ノ1（1－1／α）1ぐ一δκ一〇＝（g十ρ）K－0ラ

　　　　　　　　　　淫＝一ηx，

　　　　　　　　　　入1＝一λ1（且（1－1／α）一δ一ρ）＝＝一9λ1，

　　　　　　　　　　入、；（ρ＋η）λ、＋βX・一1．

したがって，このケースでは，次のことが成立する．

　　　　　　　　　　　　　　　　k　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　O
　　　　　　　　　　　　　　　　π＝（9＋ρ）一π・

以上のことより，均斉成長経路上であれば，妥も一定である．したがって，

　　　　　　　　　　　　　　9κ一9。一旦，9x一一η．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　σ

4．2命題とその意味

　Brock　and　Taylor（2003），（2005）における主要な帰結は次のようなものである．

命題（Brock　and　Taylor）：g＞0，　g＞η（ッー1）と仮定する．

　（1）（∀オ：5’（のく0となるケースであり，したがって，z（の＝1である）第1ステージから出

発する最適成長経路は有限時間で第1ステージを離れることになる．

　（2）（∀オ：5’（の＞0となるケースであり，したがって，之（の＝1－1／αである）第2ステージ

から出発する最適成長経路は第2ステージにとどまる．

　（1）の証明

　最適成長経路ならば第1ステージを離れるということを証明するために，最適成長経路が存

在するとすれば，それは第1ステージに常にとどまっていると想定しよう．その場合，

　　　　　　　　　　　　　　　　　∀オ：θ（オ）＜0，

　つまり

　　　　　　　　　　　　　　　　∀オ：一αλ2（オ）＜λ1（オ）．

任意のオに対してθ（のく0であるので，前節の議論より，次のことが成立している．

入・（孟）一一λ・｛且（・一1）一δ一ρ＋結｝一λ・且一一λ・9一結λ・7λ・λ＜一λ・ρ

したがって，

　　　　　　　　　　　　　　　　λ、（孟）＜λ、（0）e『9オ．
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　　　　　　　　　　　経

また，次のことが成立する．

済学研究　第73巻第5・6合併号

　　　　　　　　　λ・（オ）一三｛短（・）＋ズBX晒ψ叫・

横断性条件より，

　　　　　オー・・⇒薦騨｛λ・（・）＋ズBX何一㌔一ψ咽X（オ）一α

したがって，

　　　　　　　　　　　　λ・（・）一一∠．．BX（・）・一1e一（・＋・㌦

ゆえに，

　　　　　　　　　　λ・（オ）一一・（・＋・舛｛∠○．BX（・）・一1・一（・＋嚇

さらに，任意のオに対して，

　　　　　　　　　　　　　波（の一五K（オ）一ηx（オ）≧一ηx（オ）．

したがって，

　　　　　　　　　　　　　　　　　X（オ）≧X（0）e一ηオ．

ゆえに，

　　　一λ・（オ）≧押｛∠．．BX（・）・一・e＋・）那・一（吻・｝一讐望券1漕一・光・

　したがって，

　　　　　　　　αB嵩1詮・姥≦一αλ・（オ）＜λ・（診）＜λ・（・）・一¢・

したがって，
　　　　　　　　　　　　　αBX（0）ツー1e（・一・（・一・））・〈λ、（。）．

　　　　　　　　　　　　　　　η’γ十ρ

ゆえに，g＞η（’γ一1）ならば，これは矛盾である．

　（2）の証明

　3（の＞0の場合の一階条件を満足し，しかも横断性条件を満足する解は最適成長経路であ

る．そのような成長経路については，任意のオに対して，3（の＞0となることを証明しよう．

このケースでの最適成長経路の一階条件より，次のことが成立する．

　　　　　　　λ、（オ）一λ、（。）。xp－9ちλ、（の一一BX（0）7－1exp｛（1－7）η｝オ．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρ十’γη

次のことが成立することを証明しなければならない．

　　　　　　　　　　α一BX（0）γ1exp｛（1＝のη｝オ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉λ1（0）exp｛一9孟｝．
　　　　　　　　　　　　　　　ρ十’γη

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一10一



　　　　　　　　　　　　　　　汚染削減と経済成長の理論分析

このことは次のことが成立する場合に限って，成立する．

　　　　　　　　　　　　　αBX（0）ツー1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＞exp｛一9一（1一・γ）η｝オ．
　　　　　　　　　　　　（ρ十・γη）λ1（0）

ここで，第1ステージから第2ステージにスイッチした時点オ，を次のように定義する5．

　　　　　　　　　　　　αBX（0）ツー1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝exp｛一9一（1－7）η｝オ3．
　　　　　　　　　　　　（ρ十・γη）λ1（0）

したがって，上記の条件は次のことと同値である．

　　　　　　　　　　　　　1＞exp｛一［9一（ツー1）η］（オーオ5）｝．

仮定により，g一（ツー1）η＞0であるので，任意のオ〉オ、に対して次のことが成立する．

　　　　　　　　　　　　　　　　　一αλ2（オ）〉λ1（の．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Q．ED

　この命題に関する状況が図2に示されている（図2（b）はBrock　and　Taylor（2003）の：Figure　1

と同じである）．最初の段階では，経済は第1ステージにしばらく留まり，国民所得は増加し，

それに付随して汚染の程度も増加していく．その後，フロンティアに到着し，その後汚染削減

技術の改良がなされ，第2ステージに入り，第2ステージに留まることになる．

図2（a）　x

（b）
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　55’（オ）＝0，つまり，λ1（オ）＝一αλ2（オ）の状態に対応するSL（swi七ching　Iocus）は，　Brock　and　Taylor（2003）

では（L38）で規定されている．本稿でもこれに依拠しているが，この点について厳密な議論が必要だと思われる．
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