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環境経 済 ・政策学 会2003年 大 会

学会動向

環境経済 ・政策学会2003年 大会

浜 本 光 紹(猫 協大学)

環境経 済 ・政 策学会2003年 大会が東京大

学 本郷 キ ャ ンパ スにお いて9月27・28日 の

2日 間にわた り開催 され た.プ ログラムは,

初 日午前 ・午後 と2日 目午前 の研究報告,お

よび2日 目午 後の公開 シンポ ジウムで構 成 さ

れる.研 究報告数 は192に の ぼ り,こ れ らを

テーマ別 に配置 して構成 され る分科会 は39

を数 えた。テーマ別 の分科会数 では,「 地球

温 暖化 問題 とその対策」 「循環型社 会 ・廃棄

物 ・リサ イクル」がそれぞれ6つ と最 も多 く,

「環境 経営 ・環境 会計 ・環境 監査」 が4つ,

「ア ジア及 び途L国 の環境 問題」 「エ ネルギ
ー ・資源 と環境」 「環境評価 と環境 資源勘定」

がそれぞれ3つ と続 いた。以下では,筆 者 自

身が討論者 を務 めた分科 会。 および地球温暖

化問題 と廃棄物 問題 に関す る分科会か らい く

つかの研究報 告を取 り上げて紹介する.

初 日午前の分科会 「エネルギー ・資源 と環

境(1)」 で は,酒 井伸一氏(国 立環境研究所)

が座長を務 め られ,筆 者 を討論者 として6つ

の研究報告が なされた。 この うち3つ の報告

について取 り上 げたい。朝野 賢司氏(京 都大

学地 球環境 学大 学 院)の 「固定価格制 度 と

RPS(再 生 可能 エネルギー割当基準)に 関す

る一考察」 では,ド イツ,デ ンマークお よび

日本 の再生可能 エネルギー導入促進政策につ

い て検 討 が 加 え られ た.こ の 報告 の 中 で

RPSと は,再 生可 能エ ネ ルギー導入 目標値

をグ リー ン証書取引 とい う市場原理 に基づい

て費用効率的に達成す る とい う政策手段 を意

味す る.朝 野氏 は,財 政負担 を理由 として固

定価 格制度 か らRPSへ の移 行 に踏 み出 した

デ ンマー クに関 して,制 度の複雑 さや特定事

業者 によるグリー ン証書市場 での支配力の問

題 を要因と してその実施が2度 延期 された と

い う経緯 につ いて解説 しなが ら,RPSが 制

度設計上の困難 に直面 していることを指摘 し

た.固 定価 格制度 やRPSは,再 生可 能エ ネ

ルギー産業 の育 成 とい う意 味を もってお り,

後者は市場原理 に基づいてこれを実現す る と

い う政策手段 であ る。 しか し,市 場構造 や技

術的条件 によって はグリー ン証書市場 の効率

的機能が保証 され ない可能性が あるので,市

場活用型政策手段 によって産業育成 を図る こ

との利害得失 について は検討 の余地がある と

思われる。

荒木志 奈氏(慶 懸義塾大学大学院)の 「化

学物質規制 の投 資誘 因へ の影響 分析」で は,

各国の化学物 質事前審査制度(化 審制度)の

有無が化学 品製造業 に携 わる日本企 業の直接

投資 に及ぼす影響 につ いて。 ロジッ ト・モデ

ルを用いた実証分析が行 なわれた。 これ まで

にも,環 境規制 が緩 い途上国 に製造業の工場

が移転する とい う 「公害輸出」の問題が指摘

されてお り,荒 木氏 の分析結果では,化 審制

度を設けてい る途上国は投資先 として敬遠 さ

れる傾向があるこ とが示 されていた.た だ し,

会場か らも指摘 された ように,化 審制度以外

にも投資行動へ の影響 が予想 される環境規制

が存在 してい ると考え られるので,一 国の環

境規制 を総合的に捉 えてその強度を指標化 し

た もの を分析 に用 い る必 要が ある と思 われ

る.こ の点 は環境規制が もた らす経 済的影響

に関す る実証分析 に共通する課題の一つで あ

ろう.

李秀撤氏(名 古屋学院大学)の 「日本のエ

ネルギー関連税 と特定財源 課税 と使途の統

合的グ リー ン化への模索―」 では,複 数の既

存エネルギー関連税収の一部を環境 対策財源

として統合 して管理 ・運用する とい う改革 の

構想が提言 された.こ れ は既存の税 体系 を前

提 とした うえで課税 ・使途の両面 を環境配慮
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型に修正 ・変更す る とい うものであ り,政 治

的実行可能性 を重視 した改革案 として理解 さ

れる.氏 は この改 革を,抜 本的 な税制改革や

行財政改革に至 る まえの 中期的 目標 として捉

えているようである.だ とすれ ば,改 革の長

期 的 目標 を示 し,そ れ との整合性を考慮 した

うえで中期的 目標 を提示す るこ とで,李 氏 の

提案す る改革構想 の意義が よ り明確 になるの

ではないか と思われる.

初 日午後 の分科会 「地球温暖化問題 とその

対策(3)」 では,温 室効果 ガス排 出権取引や

クリー ン開発 メカニ ズム(CDM)の 制度設

計に関わ る5つ の研究報告が なされた.こ の

うちCDMに 関する2つ の研 究報告 を取 り上

げたい.ま ず,明 日香壽川(東 北大学)・ 竹

内憲司(神 戸大学)両 氏の 「クリーン開発 メ

カニ ズ ム に お け る追 加 性 の 再 考 」 で は,

CDMプ ロジ ェク トの追加性 と途上 国のイ ン

セ ンティブに関わる問題 につ いて検討が加 え

られた.こ こでの追加性 問題 とは,CDMと

い う制度がなかった として も実施されていた

であろう投 資案件 に対 して排出削減 クレジ ッ

ト(CER)を 付 与すべ きか どうか に関す る

議論 を さす.CDM事 業 のホス ト側 となる途

上 国に とっては,よ り多 くの事 業をCDMと

して実施する こ とでCER獲 得量 を増やそ う

とす るインセ ンテ ィブが あるのではないか と

い う点が これ まで に指摘 されて きた.こ の報

告 では,途 上国 に とって は無 制限にCER獲

得 を追求す るのは合理的行動でないことが簡

単 なモデルによって示 された.ま た,最 近の

CDM理 事 会において追加性 に対 して厳格 な

判 断基準 が採用 され る方向性が示 されたが,

これに よってCDMの 積極 的 な活用が阻害 さ

れ うるとい う点が指摘 された.次 に,明 日香

壽川氏の 「カー ボ ン ・ファン ドの経験 と日本

における制 度設計への含意」では,世 界銀行

やオランダ政府が先駆的 に実施 しているカー

ボ ン ・ファン ド制度 に関す る検討を通 じて得

られ る教訓が示 された.CDMを め ぐっては,

CER獲i得 を求め る企 業か らの出資金 によっ

てファ ン ドを設立 し,こ れ を用 いてCDM事

業へ投 資 を行 な う見返 りに,CERの 形で 出

資企業 に配当 を与 え る とい う制 度(カ ー ボ

ン ・フ ァン ド)が 各国で検討 ・実施 されてお

り,日 本 において も政府系金融機 関や大手商

社がこ うしたファン ドの仕組み を創設す る方

向で動 き出 してい る.明 日香氏は,日 本政府

が公 的資金 を用い る場合 の政策オプシ ョンを

提示 しなが ら,CDMの 活用 とともに国内制

度の整備や排 出権購入 も併せた地球温暖化対

策における 「ポー トフォリオ戦略」 の必要性

を強調 した.

2日 目午 前の 分科 会 「循 環型社 会 ・廃棄

物 ・リサ イクル(5)」 か らは,2つ の研究報

告 を取 り上 げ たい.岸 本 充生 ・小倉 勇両氏

(産業技術総 合研 究所)の 「一般廃棄物焼却

施設 にお けるダイオキ シン類対策の対策費用

の事後評価」では,日 本 におけるダイオキ シ

ン類の恒久対策に要 した費用の推計 および費

用対効果の検討が行なわれた.こ の報告 によ

れば,全 国1,515施 設全体 で,設 備投 資費用

に1年 当 り約1,431億 円 を投 じてお り,こ れ

に維持 管理費用 をあ わせ る と1年 当 り1,821

億 円をかけて恒 久対策が実施 されたとい うこ

とである.こ の推計結果 に関して,設 備投 資

費用 には談合 によって発生す る独 占利潤が含

まれてい る可能性 を指摘す る意見が会場か ら

出された.地 方 自治体 に よる廃棄物対策の費

用効率性は,そ の対策の あ り方 とは別 に,公

共工事入札のあ り方 とい う要因に よって も左

右 され うる.こ の点は,公 的部門による対 策

の費用対効果 を事後評価す る場合 に起 こ りう

る些か厄介 な問題である.

田崎智 宏氏 ら(国 立 環境研究 所)に よる

「物 質 フロー と廃棄 行動の変化 に基づ く家 電

リサ イクル法の施行影響の把握」で は,消 費

者への アンケー ト調査 によ り家電 リサ イクル

法施行後 の廃棄行動や使用年数の変化,お よ

び使用 済み家電 フローの検 討が行 なわれ た.

この報告 によれば,同 法 に基づ くリサ イクル

費用の消費者負担 は,譲 渡 ・売却 といった行

動 を促す とい う効果 は認め られないが,家 電

製品の長期使用 を促す効果はあることが示 さ

れた.ま た,排 出フローの的確 な把握のため

に,使 用 済み家電 の発生台数 と引取台数の間

にみ られ る乖離 の要 因について検討が加 え ら

れた.報 告では要 因の1つ として中古品の国
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外輸出分の存在 が指摘 され,こ れ に関す る調

査デー タの精度向上 の必 要性 が強調 された.

近年急 速 に法 整備 が進展 して いる リサ イ ク

ル ・システムにつ いては,そ の制度設計のあ

り方 に関す る検討や事後評価 を試みる研究が

今後一層活発 にな されるであ ろう.

最後に,「 環境税」 をテ ーマ として開催 さ

れた公開 シンポジウム について触 れてお きた

い.政 府税 制 調査 会会 長 を務 め る石 弘光氏

(一橋 大学)は 「環境税 とそ の導入 をめ ぐっ

て」 と題 して基調講演 を行 ない,環 境省 と経

済産業省,財 務省 といった省庁間の対立や産

業 界 と環境NGOの 対立 とい う現実 について

触 れなが ら,環 境税導入 をめ ぐる政治的障壁

を克服する ことの難 しさを述 べた。 また石氏

は,中 央環境審議会地球温暖化対策税制専 門

委員会 による報告 を契機 として環境税 に関す

る国民的な議論 を喚起 す る必要があることを

強調 した。討論 者 の一 人で あ る天野 明弘氏

(地球環境 戦略研 究機 関)は,低 率 炭素 税,

税収 中立型排 出削減補助金お よび国内排 出取

引制度 の3つ を組み合わせ た政策パ ッケー ジ

とい う具体 的な提案 を示 した.こ れは政策導

入に伴 う分配影響 を緩和 しなが ら環境 目標 達

成を実現す ることを意図 して考案 された もの

である.こ の ような政策の導入戦略 と環境保

全の実効性 を考慮 した様々な制度設計の提 案

を通 じて,地 球温暖 化対策のあ り方に関する

国民 的議論のための材料が蓄積 されてい くこ

とが望 まれ る.い うまで もな く,環 境経 済 ・

政策学会 は,こ う した提 案に対す る学術 的な

検討や議論の場 を提供す る とい う重 要な役割

を担 ってい る。

なお,初 日夕刻の学会総会 において,大 会

直前 に急逝 された森田恒幸氏(国 立環境研 究

所)に 哀悼 の意 を表 して黙祷 が捧 げ られ た。

B本 にお ける地球温暖化対策研究の第―一人者

であ り,学 会 にも多大な貢献 を して こられた

故人の ご冥福 を謹 んでお祈 り申 し上 げたい。
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