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環境経 済 ・政策学 会2008年 大会

学会動向

環境経済 ・政策学会2008年 大会

佐 藤 真 行(京 都大学 ブイールド科学教育研究センター)

環境経済 ・政策学会(以 下SEEPS)の2008

年大会が,同 年9月27日 か ら28日 にかけて開

催 された。会場は大阪大学豊中キャンパスであ

り,3年 続 けて関西 地区での開催であ った。

SEEPSで は毎年,セ ッシ ョン数が増加傾向に

あるが,今 年のセ ッション数は44で,昨 年と比

べて も2セ ッシ ョン多 く,こ れまでのなかで も

最も大 きな大会であったと言える(表 内の 「分

野」は報告者の整理 による)。 なお,プ ログラ

ムや各報告の要旨はSEEPSの ウェブ ・ページ

 (http://wwwsoc.nii.ac.ip/seeps/meeti-

ng/2008/index.html)

考にされたい。

か ら入手で きるので参

分野iセ ッシ ョン数1報 告数

地球温暖化 7 32

環境経済理論 3 14

廃棄物 ・リサ イクル 3 14

環境 ガバナ ンス 3 13

環境評価 3 12

アジア途上国 3 9

環境 保全意識 とライフスタイル 2 9

地域 と資源循環、環境 2 9

LCA・ ラ ベ リ ン グ 2 7

CSR 1 5

コモ ンズ 1 5

英語 セ ッシ ョン 1 5

農業、食料

貿易と環境

環境技術

環境指標

環境税 ・課徴金

環境マネジメントシステム

再生可能エネルギー

費用負担

流域管理

釜 魎肇ツ～瑠 ン
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地球温暖化問題がセ ッシ ョン数7,報 告数

が32で 最 多 となってお り,近 年の世界動 向

や社会的要 請を反映 して,こ の分野で非常 に

活発 な研 究が進 んでいる ことが分かる。全体

としての セ ッシ ョンの構成 は2007年 大会 と

ほぼ同様であるが,環 境 評価 に関するセ ッシ

ョンが昨年 よ りも増加 して3つ とな り,今 年

か らは手法別(顕 示選好法 と表 明選好法)に

設 けられた点が昨年 と異な る。

SEEPS2008年 大会の特徴 と して大 き く二

つ 指摘 で きる。 一つ は,「 企画 セ ッシ ョン」

が4つ 設 けられたこ とである。 日本で も理科

系 の学会 などではこうい った企 画セ ッション

は 活 発 な の で あ る が,筆 者 が 知 る 限 り

SEEPSで は今 年初めて取 り入 れ られ たもの

である。企画 されたの はいずれ も二 日目(28

日)の 午後であ り,「アスベス ト災害 ・公害」,

「中国の持続的発展 は可能 か?」,「 生態系 と

環境保全行動:生 態学 と経 済学 の融合を 目指

して」,「東ア ジアの経済発展 と環境政策:相

互連関 ・環境政策統合 ・気候政策 との リンケ
ージ」の4つ である。 これ らのセ ッシ ョンは

自発的 に企画 されたことか ら,そ れぞれの報

告 内容 に体系性が うまれ るの と同時に,同 じ

研究対象 を異なる分野の研究者 を集めて議論

す るな どといった新分野の開拓が試み られ る

とい った点で有意義である。来年以降 もこう

した企画セ ッシ ョンが引 き続 き設 けられるこ

とが期待 される。

本大会の二つ 目の特徴 は,海 外か ら環境経

済学者 を招 いた講演会が設 け られたこ とであ

る。例年 のSEEPS大 会の講演会 は,市 民 公

開 シンポジウムと して広 く一般向 けの内容で

用意 されるこ とが多かったが,本 年は,ロ ス

トック大学 のマ イケル ・ロー シャー教授,な

らびに カリフォルニア大学のチ ャールズ ・コ

ル ス タ ッ ド教授 が,そ れ ぞ れ"Economic

GeographyandtheLocationofPolluting

Industries","lnternationalEnvironmental

Agreements"と 題 した研究者向けの講演を行

った。近年で は院生等若手研 究者 も海外 に行

く頻 度が増 えている とはいえ,や は り今 回の

ように海外の著名 な研究者の講演 を直 に聞け

る ことは実 に貴重 な機会である。 なお,余 分

な話か もしれないが,本 大会の後,京 都大学

でローシャー教授 を招 いたワークショップが

催 され,筆 者 も参加 した。細 かな質問に対す

る回答やア ドバ イスを もらえて筆者に とって

非常 に有意義 であ った。今 後 も,SEEPS大

会 に前後 して招待講演者 を交えたワークシ ョ

ップな ど,研 究上 の交流 を深める場が増 えた

ら嬉 し く思 う。

さて,以 上 は全体 の様子 につ いての報告で

ある。セ ッシ ョン数か らみて も,大 会規模 は

非常に大 きい(少 な くとも一人で全体 の動向

の完全 に把握す るには大 きす ぎる)。 そこで,

ここか らは,筆 者が見聞 き したい くつかの研

究報告につ いて紹介 したい。筆者は報告 と討

論 との関連 で,環 境評価のセ ッシ ョンに居 る

時 間が長かったため,そ の分野が中心 となっ

て しま うことをご容赦願 いたい。

一 日目の環境評価 のセ ッションでは,景 観

アメニテ ィ,あ るいは レクリエー ションの価

値 を,経 済 主体の実際の行動デー タか ら推定

す る試み として,ヘ ドニ ック価格法(奥 岡氏

(名古屋大学),星 野氏(ロ ン ドン大学)),ト

ラベル コス ト法(栗 山氏(早 稲 田大学)),家

庭生産 アプローチ(野 原氏(東 北大学))と

いった従来 の手法 を発展 的に応用 した研究が

報告された。奥岡氏の報告は愛知県名古屋市

の歴史的景観(神 社)の 評価 に従来のヘ ドニ

ック法 を応用 した ものであった。歴 史的な意

味 をもつ財の価値 に対 してヘ ドニ ック法で ど

こまで迫れ るのか とい う適用上の問題 につい

ての議論が交わ された。 これに対 して星野氏

の報告 は,分 析対象 は近 隣公園 という従来多

くの研究が対象 とした ものだが,ヘ ドニ ック

法に空 間的 自己相 関の影響 を含めた分析 を と

りこみ,こ れ までの手法 を発展 させ たもので

あった。ヘ ドニ ック法 はた くさんの土地属性

データを扱 うことが多 いため,立 地条件や社

会的条件な どデー タ内で相関関係 にあるフ ァ

クターを処理す る必要が あ り,こ れ に対応 し

た ものである。東京都世 田谷区にお ける実際

のデータに基づ いて分析 した推定結果を もと

に,こ の手 法の精度や技術的限界が議論 され

た。野原氏 の報告 は,家 庭生産アプローチの

方法 論 的枠 組 みの提 示 に重点 が置か れてお
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り,今 後の実証的適用 可能性 について議論 さ

れた。栗 山氏の報告は トラベルコス ト法 の一

形態で,訪 問地 と訪問回数 を効用理論体系 と

整合 的に推定す るKuhn-Tuckerモ デル を発

展 させ,さ らに選好の多様 性という事実 を捉

えようとす る ものであ り,選 好のセグメ ン ト

ごとに政策の影響が異 なることを実証的に示

した。

二 日目の午前 セ ッシ ョンで は,表 明選好法

についての報告が集め られ,実 験経済学 的方

法 に基づ く公共財供給分析(三 谷氏(コ ロラ

ド大学)),便 益移転の研究(大 床氏(神 戸大

学)),コ ンジ ョイ ン ト分析(柘 植氏(甲 南大

学),佐 藤(京 都大学))の 報告が なされた。

表明選好法 は,そ の適用 対象 の柔軟性 か ら

様 々な場面 で利用 され る可能性を もつが,そ

れが どの場面 で確か な妥 当性 を有す るかにつ

いての慎重 なチェ ックが必要である。三谷氏

の報告は,仮 想 的手法 であることに伴 うバ イ

アスを確 かめるために,人 間行動 を実験 的に

分析 した ものである。大床氏の研究 は異地点

間の実証分析結 果を比較 した ものである。 い

ずれ もどうい うときに手法的妥当性が得 られ

るかについての知見が含 まれ ているが,政 策

分析 など実際に どこまで,ど の ように利用 し

た らよいか とい う課題が残 る。それ に対 して

柘植氏 と佐藤 の報告 は,実 際の政策や事業 に

ついての分析 を行 っているが,こ れが どこま

で妥 当かは前 二者の研究 のようなチ ェックが

反映される余地がある。表明選好法 とい う議

論の多い方法 を発展 させ るには,こ うした二

つの研究方向 をともに深 める必要がある と思

われる。

二 日目の午後 の部 では,い くつかのセ ッシ

ョンを見 て回った。 とりわけ興味深かったの

は,生 態学 と経済学 の融合 を図る企画セ ッシ

ョンである。融合 的研究が しばしば求め られ

る両学問分 野で あるが,SEEPSと い う場 に

生態学研 究者 を招 き入 れて,経 済学の観点や

経済学者の考 え方 と,生 態学者のそれ との相

違点 を議論 し,融 合 の手 がか りを探 ろうとし

たこ とは,大 きな意義のある試 みだ と思われ

る。学際的研究 は求め られなが らもなか なか

うま くいか ないこ とが多いが,本 セ ッシ ョン

がこれを契機に どう展 開 してい くか,今 後の

研究動 向が注 目される。他には,こ れ もまた

現代 の最重要テーマで あるサステイナビリテ

ィに関す る報告 を二 つ聞いて きた。 「持 続可

能性」(あ るいは 「持続可能な発展」)と い う

用語 は様 々な場面 で用 い られてい る ものの,

実際 の社会 が果 た して持 続可 能 なのか どう

か,ど の程度持続可能 なのか を,分 析可能 な

形で捉 えるのは非常に難 しい。これについて,

時松氏(エ ネルギー総合工学研 究所)の 報告

で は,持 続可 能性 の判 定基準 にジ ェニ ュ イ

ン ・セイビ ングを選 び,そ の将来予測 を,人

口変動 を含 めたGRAPEILIMEと 呼 ばれる統

合評価 モ デルで計 算す る とい う もので あ っ

た。 もう一つは,佐 々木氏(京 都大学)の 報

告で,さ まざまに提案 されている持続可能性

指標 を比較 しなが ら,そ れ らの含意 を考察す

るものであった。持続可能性 は極 めて包括的

な概念 であるため,分 析的な定式化 をす ると

どうして も含 まれない側面が気 になる もので

ある。 どの ように指標 を構 築 し,そ の指標 を

どの ように用いて分析 ・政策適用す るか,今

後の展 開が注 目され る分野である。

以 上見 て きた ように,SEEPS2008年 大会

では,現 代的要請に応 える研 究報告 が多 く含

まれていたように感 じられた。社会 的に重要

なテーマを,新 しい観点か ら考察 しようとす

る試 み は,や は り大切 にされ るべ きであ り,

本大 会 を高 く評価 で きる理 由で もあ る と思

う。 ただ し,そ うした新 しい研究 の流 れは,
一定 の成熟 を迎えた環境経済学の伝統 に基づ

いた査定 を受け,環 境経済学の発展 のたしか

な方 角に向かっているこ とが常に問われ るべ

きである。 これ までの環境経済学 の流れ をた

だしく受 け止め,そ こか ら飛躍 的な発展 を遂

げる場 として,環 境経済 ・政策学会 がます ま

す盛 り上が ってい くこ とを願いなが ら,2008

年大会 の動向報告 を終えたい。
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