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＊午前8時45分より受付開始 

    9999月月月月 30303030日日日日((((土土土土))))午前の部午前の部午前の部午前の部    第１部第１部第１部第１部    報告報告報告報告 9:159:159:159:15～～～～11:2011:2011:2011:20    第２部第２部第２部第２部    総合討論総合討論総合討論総合討論 11:3011:3011:3011:30～～～～12:2012:2012:2012:20    

    
セッションセッションセッションセッションAAAA----1111    地球温暖化（多様なモデリングアプローチ）地球温暖化（多様なモデリングアプローチ）地球温暖化（多様なモデリングアプローチ）地球温暖化（多様なモデリングアプローチ）    大会議室大会議室大会議室大会議室 101101101101     
 座長：西條辰義（大阪大学） 討論者：松岡譲（京都大学） 室田泰弘（湘南エコノメトリクス） 
  １ 国際競争を取り入れた非線形数理モデルによる炭素税の政策的評価  
        ○赤沢克洋 大阪大学／上杉恵一郎 ㈱リコー／田地宏一・田村坦之 大阪大学 
  ２ 地球温暖化が世界の穀物生物に及ぼす影響 
           ○川島博之 東京大学／横沢正幸・岡本勝男 農業環境研究所／大賀圭治 東京大学 
  ３ Global Warming as an Intertemporal Noncooperative Incentive Game 
       佐藤公敏 亜細亜大学  
  ４ 最適化型長期世界エネルギーモデルによる供給サイドの地球温暖化対策について 
       ○藤野純一 国立環境研究所／山地憲治・藤井康正 東京大学／山本博巳 電力中央研究所 
  ５ 地球温暖化統合モデルの研究Ⅱ 
       佐藤正博 東京大学、（株）環境数理研究所 
 
セッションセッションセッションセッションBBBB----1111    環境政策の国際比較（その１）環境政策の国際比較（その１）環境政策の国際比較（その１）環境政策の国際比較（その１）    中会議室中会議室中会議室中会議室 201A201A201A201A  
 座長：淡路剛久（立教大学） 討論者：仲上健一（立命館大学） 川島康子（国立環境研究所）    
  １ 大気質に関する基準決定過程に影響を及ぼす政策決定要因についての日米比較分析 
       松本奈穂子  国立環境研究所 
  ２ PRTR、MSDSにみられる環境政策の理念、手法の国際比較 
       大島輝夫 化学品安全管理研究所  
  ３ アジア諸国の環境ガバナンスの国際比較 
       ○原嶋洋平 拓殖大学／片野洋平 上智大学 
  ４ 国際・欧米の飲料水基準が及ぼした日本への影響 
       早川哲夫 麻布大学 
  ５ 北東アジアにおける地域環境協力の限界と可能性：バルト海地域からのインプリケーション 
       高橋若菜 （財）地球環境戦略研究機関 
 
セッションセッションセッションセッションCCCC----1111    国際市場と環境政策国際市場と環境政策国際市場と環境政策国際市場と環境政策    中会議室中会議室中会議室中会議室 201B201B201B201B  
 座長：後藤則行（東京大学） 討論者：江崎光男（名古屋大学） 天野明弘（関西学院大学）    
  １ 環境規制強化と貿易 
       山口光恒 慶應義塾大学 
  ２ 環境政策が国際競争力に及ぼす影響：Stackelbergモデルの場合 
       羅星仁 京都大学 
  ３ 国際経済交渉における市民社会の役割 
       服部崇 労働省職業安定局 
  ４ 長期供給曲線と木材貿易の買手独占 
       後藤久美子 慶應義塾大学 
  ５ 発展途上国の環境政策と先進国企業の参入・退出 
       林宰司 京都大学  
 
セッションセッションセッションセッションDDDD----1111    環境評価と環境資源勘定（その１）環境評価と環境資源勘定（その１）環境評価と環境資源勘定（その１）環境評価と環境資源勘定（その１）    小会議室小会議室小会議室小会議室 405405405405      
 座長：北畠能房（京都大学） 討論者：有吉範敏 (熊本大学） 天野正博（森林総合研究所）    
  １ 地域環境経済統合勘定の構築と推計 －地域産業構造とデータ制約を中心として－ 
              ○林岳 北海道大学／山本充 小樽商科大学 
  ２ 霧多布湿原の環境評価 
       ○上田昌史・酒井徹朗・松本徹・加野賢太 京都大学 
  ３ 日本の森林セクターにおける炭素収支の推計 
       ○橋本征二・小原卓巳・野瀬光弘  京都大学 
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  ４ ヨーロッパにおける森林資源勘定の最近の動向 
       山本伸幸 島根大学 
 
セッションセッションセッションセッションEEEE----1111    環境会計・環境監査・企業環境マネジメント（その１）環境会計・環境監査・企業環境マネジメント（その１）環境会計・環境監査・企業環境マネジメント（その１）環境会計・環境監査・企業環境マネジメント（その１）    中会議室中会議室中会議室中会議室 202A  202A  202A  202A      
    座長：國部克彦（神戸大学） 討論者：阪智香（関西学院大学） 八木裕之（横浜国立大学）    
  １ 事務系オフィスにおける紙類の継続実態調査と環境パフォーマンス評価に関する研究 
       ○張允鍾・井山慶信・早瀬光司 広島大学 
  ２ 環境復元会計の構想 
       大森明 横浜国立大学 
  ３ 小規模オフィスにおける環境への取り組みの実態調査とその改善案 
       ○井山慶信・張允鍾・早瀬光司 広島大学 
  ４ 金融機関の環境配慮型経営のインセンティヴについて ～「資本の物神性」の転回か？ 
              久富健治 神戸山手大学 
 
セッションセッションセッションセッション FFFF----1111    ごみ問題と廃棄物政策ごみ問題と廃棄物政策ごみ問題と廃棄物政策ごみ問題と廃棄物政策    中会議室中会議室中会議室中会議室 406406406406       
  座長：小野宏哉（麗澤大学） 討論者：高月紘（京都大学） 中杉修身（国立環境研究所）    
  １ 廃棄物循環型社会基盤施設整備事業における公共性に関する研究 ～古賀市外１市４町塵芥処理組合東部清掃工 

場事業を対象として～ 
       ○申東愛・今里滋 九州大学 
  ２ 容器包装リサイクル法完全施行に伴うごみ減量の具体策について 
       ○浮田正夫・疋田心平・城田久岳 山口大学／本多正広 宇部市役所 
  ３ わが国におけるEPRの内発的発展と展望 
       吉野敏行 人間環境大学 
  ４ 廃棄物処理の効率化と民間活力の導入 
       加藤典裕 名城大学 
 
セッションセッションセッションセッションGGGG----1111    物質循環と環境リスク（その１）物質循環と環境リスク（その１）物質循環と環境リスク（その１）物質循環と環境リスク（その１）    中会議室中会議室中会議室中会議室 202B202B202B202B   
 座長：岸本充生（資源環境研究所）  討論者：中西準子（横浜国立大学） 吉田文和（北海道大学）    
  １ カドミウム汚染米問題、再燃する 
       畑明郎 大阪市立大学 
  ２ 環境災害と地域農業振興 ～JCO事故１周年の教訓～ 
       河野直践 茨城大学 
  ３ ダイオキシン法からみた化学物質規制の課題 
       小幡雅男 参議院国土環境委員会調査室 
  ４ 農産物貿易と環境リスク ～遺伝子組み換え体（ＧMO）に関する国際的な取り組みを事例として～ 
       水谷聡 一橋大学 
  ５ ポリ塩化ダイオキシン類とポリ臭化ダイオキシン類のリスク認識とその対応に関する比較論的考察 
       酒井伸一 京都大学環境保全センター 
 
セッションセッションセッションセッションHHHH----1111    環境問題と政策・制度の評価（その１）環境問題と政策・制度の評価（その１）環境問題と政策・制度の評価（その１）環境問題と政策・制度の評価（その１）    小会議室小会議室小会議室小会議室 303303303303      
 座長：戸田常一（広島大学）  討論者：原沢英夫（国立環境研究所） 松波淳也（法政大学）    
  １ 都市環境に関する研究 
       小祝慶紀 法政大学 
  ２ 技術促進型環境規制の効率性評価 ～カリフォルニア州低排ガス自動車プログラムのケーススタディ～ 
       佐無田光 横浜国立大学 
  ３ 自動車交通の外部費用計測の到達点と日本への適用 
       ○兒山真也 神戸商科大学／岸本充生 資源環境技術総合研究所 
  ４ 環境改善のための自転車政策 
       増原直樹 環境自治体会議・環境政策研究所 
  ５ 鉄道事業における環境効率向上のための更新判断 
       加藤悟 東京大学 
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セッションセッションセッションセッション IIII----1111    地域と環境政策地域と環境政策地域と環境政策地域と環境政策    小会議室小会議室小会議室小会議室 304304304304    
 座長：浅野直人（福岡大学） 討論者：藤倉良（立命館大学） 池田寛二（日本大学）～交渉中 
     １ 「近代的」所有制度でのコモンズの変遷 ～山中湖村林野入会地を事例として～ 
       森元早苗 神戸大学 
  ２ 地方環境政策の策定プロセスに関わる研究 
       酒井正治 日本総合研究所 
  ３ 財産区有林に見る地域共同体（コモンズ）の資源保全 ～滋賀県甲賀郡甲賀町大原財産区を事例として～ 
       三俣学 京都大学 
  ４ 沖縄における永続可能な発展のための研究 ～「地域主義」の視点から～ 
       砂川かおり 沖縄環境ネットワーク事務局 
  ５ 地方自治体における環境政策をめぐる体制についての諸問題 
       青柳みどり 国立環境研究所 
 
 

    9999月月月月 30303030日日日日((((土土土土))))午後の部午後の部午後の部午後の部    第１部第１部第１部第１部    報告報告報告報告 13:3013:3013:3013:30～～～～16:0016:0016:0016:00    第２部第２部第２部第２部    総合討論総合討論総合討論総合討論 16:1016:1016:1016:10～～～～17:1017:1017:1017:10    

 
セッションセッションセッションセッションAAAA----2222    地球温暖化（京都議定書のモデル分析）地球温暖化（京都議定書のモデル分析）地球温暖化（京都議定書のモデル分析）地球温暖化（京都議定書のモデル分析）    大会議室大会議室大会議室大会議室 101101101101     
 座長：山地憲治（東京大学）  討論者：松波淳也（法政大学） 室田泰弘（湘南エコノメトリクス）  

増井利彦（国立環境研究所）    
  １ 中国の経済成長とCO2排出量増加に関する要因分析～技術移転の有効性評価に向けて～ 
       ○田村誠・後藤則行 東京大学 
  ２ マルチガス削減目標の温暖化対策に与える影響分析 
       黒沢厚志 エネルギー総合工学研究所 
  ３ 世界エネルギーモデルによる京都メカニズム及び時点間取引の解析 
       ○西尾健一郎・北島博晃・藤井康正・山地憲治 東京大学 
  ４ 植林によるCO２削減効果とその経済的影響に関するモデル分析 
       ○増井利彦 国立環境研究所／中川健太郎 大蔵省国際局／森田恒幸 国立環境研究所 
  ５ 地球温暖化対策導入による分配面への影響について 
       奥島真一郎 東京大学、日本学術振興会 
  ６ 日本から中国へのFDIとODAの比較研究 ～中国の経済、エネルギー消費、温暖化ガス排出に対する影響 
       ○金子慎治・丁太庸 (財)地球環境戦略研究機関／井村秀文 名古屋大学／文春傑  漢陽大学 
 
セッションセッションセッションセッションBBBB----2222    環境政策の国際比較（その２）環境政策の国際比較（その２）環境政策の国際比較（その２）環境政策の国際比較（その２）        中会議室中会議室中会議室中会議室 201A201A201A201A    
    座長：仲上健一（立命館大学） 討論者：飯島伸子（都立大学） 野上裕生（アジア経済研究所）原嶋洋平（拓殖大学）    
  １ 電力需給とそれに起因する環境問題に関する日中比較分析 
       ○李志東 長岡技術科学大学／戴彦徳 中国国家発展計画委員会／中野晃一郎 東邦ガス㈱ 
       ／高須賀芳樹・榊原幸雄 日本エネルギー経済研究所 
  ２ 中国のカウンティ別データに基づく土地利用・被覆現状の把握とその改善に関わる課題 

○鄭躍軍 統計数理研究所／肖向明 ニューハンプシャー大学  
  ３ 中国の大気汚染に関する地域性とその要因分析 
       斉藤崇 慶應義塾大学 
  ４ ベトナムにおける持続可能な都市化と宗教 
       ○小島宏 国立社会保障・人口問題研究所／DANG Nguyen Anh Institute of Sociology, Vietnam 
  ５ バリ島のゴミの現状と問題点  
       細田亜津子 長崎国際大学 
  ６ フィリピンにおける都市貧困層と環境資源管理制度－パシグ川流域住民の実態調査を中心に－ 
       ○新見道子 東京大学／藤堂史明 新潟大学 
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セッションセッションセッションセッションCCCC----2222    経済発展と環経済発展と環経済発展と環経済発展と環境保全境保全境保全境保全    中会議室中会議室中会議室中会議室 201B201B201B201B    
 座長：天野明弘（関西学院大学） 討論者:金子昭彦（東京工業大学） 井村秀文（名古屋大学） 小野宏哉（麗澤大学） 
    
  １ 将来にわたる環境保全のための研究における評価期間に関する考察 
       楠美順理 中京大学 
  ２ 環境クズネッツ曲線を用いた低公害型発展の政策分析－SO２長期時系列データによる実証とモデルによるシミ 

ュレーション分析－ 
       ○入江康子 東京工業大学／小林由典 （株）東芝／森田恒幸 国立環境研究所 
  ３ リサイクルと経済成長 
       岩屋将幸 慶應義塾大学 
  ４ 社会的選択理論による世代間公平の分析 
       坂井豊貴 神戸大学 
  ５ 途上国におけるごみ処理改革と経済発展 ～マレーシアを事例に～ 
       青木裕子 横浜国立大学 
  ６ A  Characterization of Net National Product Toward a Non-stationary Economy with Environmental  

Amenities 
       大沼あゆみ 東京外国語大学 
 
セッションセッションセッションセッションDDDD----2222    環境評価と環境資環境評価と環境資環境評価と環境資環境評価と環境資源勘定（その２）源勘定（その２）源勘定（その２）源勘定（その２）    小会議室小会議室小会議室小会議室 405405405405        
 座長：薫祥哲（南山大学）  討論者：竹内憲司（明治大学短期大学） 鷲田豊明（神戸大学）    
  １ 便益移転の信頼性に関する実証分析 
       吉田謙太郎 農林水産省農業総合研究所 
  ２ ３肢選択CVMによる提示額バイアスの回避 
          ○矢部光保 農林水産省農業総合研究所／西澤栄一郎 法政大学／合田素行 農林水産省農業総合研究所 
        ／小泉隆文 東京農業大学 
  ３ 顕示選好（RP）データと表明選好（SP）データの補完性を用いた環境質評価の妥当性の分析：霞ケ浦の環境価
値評価に関する事例研究 
       ○沼田和敏・安田八十五・岡本直久・古屋秀樹 筑波大学 
  ４ 環境資源の便益評価におけるリスクの取り扱い ～顕示選好法と表明選好法での差異～ 
       松本茂 関西大学／Duncan M. Holthausen, Jr.  ノースカロライナ州立大学 
  ５ インターネットを用いたCV調査の可能性 
             ○上田昌史・酒井徹朗・阿部光俊・松本徹 京都大学 
 
セッションセッションセッションセッションEEEE----2222    環境会計・環境監査・企業環境マネジメント（そ環境会計・環境監査・企業環境マネジメント（そ環境会計・環境監査・企業環境マネジメント（そ環境会計・環境監査・企業環境マネジメント（その２）の２）の２）の２）    中会議室中会議室中会議室中会議室 202A 202A 202A 202A     
    座長：細田衛士（慶応義塾大学） 討論者：國部克彦（神戸大学） 河野正男（横浜国立大学）    
  １ コンジョイント分析による温暖化効果と安全性の評価 ～家庭用冷蔵庫を事例として～ 
       ○栗山浩一 早稲田大学／稲葉敦 資源環境技術総合研究所 
  ２ 環境資源会計枠組を用いた”第ニ期”水資源開発法制の評価：美和ダムを例として 
       北畠能房 京都大学 
  ３ 自治体の環境会計の現状と課題 
       角田季美枝 環境自治体会議環境政策研究所 
  ４ 廃棄物最終処分場の閉鎖及び閉鎖後管理費用に関する米国公会計基準の紹介と我国への応用 
       植村哲士 京都大学 
  ５ 環境会計における外部不経済を考慮した環境保全効果把握方法の検討 
       ○西村邦幸 （株）三菱総合研究所 
 
セッションセッションセッションセッション FFFF----2  2  2  2  ごみ問題の経済分析（その１）ごみ問題の経済分析（その１）ごみ問題の経済分析（その１）ごみ問題の経済分析（その１）    中会議室中会議室中会議室中会議室 406406406406        
 座長：植田和弘（京都大学） 討論者：後藤則行（東京大学） 高月紘（京都大学）    
  １ 廃棄物処理有料化政策に関する総合評価：一般均衡理論的フレームワークの構築 
       ○大島克哉・安田八十五・藤本順也 筑波大学 
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  ２ 廃棄物産業連関モデルによる家電リサイクルの環境・経済分析 
       ○中村愼一郎  早稲田大学／近藤康之 富山大学 
  ３ 産業廃棄物の産業連関分析 ～CVMによる埋立処分場の評価額を含めた価格分析～ 
       碓井健寛 神戸大学 
  ４ 廃棄物処理費用支払の経済分析 
       藤田康範 慶應義塾大学 
  ５ 家庭ごみ発生量のパネルデータを用いた基礎的要因分析 

○ 小泉高志・樋口洋一郎・島根哲哉 東京工業大学 
 
セッションセッションセッションセッションGGGG----2222    環境保全意識と家計の行動環境保全意識と家計の行動環境保全意識と家計の行動環境保全意識と家計の行動    中会議室中会議室中会議室中会議室 202B202B202B202B        
 座長：松岡譲（京都大学） 討論者：大橋照枝（麗澤大学） 加藤尊秋（東京工業大学）    
  １ ゴミ収集の行政施策の相違が住民意識に与える影響 
       橋場隆 ㈱原子力安全システム研究所／西岡弘雅  関西電力（株） 
  ２ 環境保全意識に与える情報の影響に関する研究 
       ○早瀬光司・青木誠治・河合慎一郎・浦光博 広島大学 
  ３ 温暖化問題における人々の認識：日米を比較して 
              ○大江瑞絵 関西学院大学／関井千尋・大森珠美・池田三郎 筑波大学／Robert E. O’connor・ 

Richard J. Bord・Ann Fisher  Pennsylvania State Univ. 
  ４ 環境にやさしい商品のプレミアム推計と普及方策の検討 
       小串昌子・棟居洋介・森田恒幸 東京工業大学 
  ５ 自家焼却世帯と生ゴミ堆肥化世帯における環境意識の違い 
       ○近藤加代子 九州芸術工科大学 
  ６ 環境配慮型消費の歪みを補正するグリーンマイレッジの提案 
       高瀬香絵・太田美行 構想日本 
 
セッションセッションセッションセッションHHHH----2222    環境問題と政策・制度の評価（その２）環境問題と政策・制度の評価（その２）環境問題と政策・制度の評価（その２）環境問題と政策・制度の評価（その２） 小会議小会議小会議小会議室室室室 303303303303 
 座長：新澤秀則（神戸商科大学） 討論者：諸富徹（横浜国立大学）大森恵子（環境庁） 森口祐一（国立環境研究所）    
  １ 環境税・炭素税に関する評価視点の再検討 
       我妻伸彦 立命館大学 
  ２ 中国・排汚収費の政策効果に関する研究 
       廬 峻・松岡俊二 広島大学／○松本礼史 東亜大学 
  ３ 都市における自動車走行需要管理政策と需要の要因分析～川崎臨海部の貨物自動車走行量へのロードプライシン 

グ政策の可能性～ 
       鎭目志保子 一橋大学 
  ４ CO２排出削減を目的とした交通混雑緩和策の計量分析 
       ○奥田隆明 名古屋大学／屋敷達也 日立造船㈱／ブロヒ・カーン・モハマド 名古屋大学 
  ５ 設計者責任から見た製品廃棄物の処理費用支払いルールについて 
       倉阪秀史 千葉大学 
  ６ 公害防止協定の研究 －アンケート調査を用いた分析－ 
       松野裕 明治大学 
 
セッションセッションセッションセッション IIII----2222    環境政策の長期的展望環境政策の長期的展望環境政策の長期的展望環境政策の長期的展望    小会議室小会議室小会議室小会議室 304304304304      
  座長：高尾克樹（立命館大学） 討論者：松下和夫（IGES） 寺西俊一（一橋大学）    
  １ 石油文明の次は何か 
       槌田敦 名城大学 
  ２ 真の公共性に基づく環境政策 
       家木成夫 大成建設 
  ３ 環境政策の決定に及ぼす時代背景の一考察 
       吉田誠宏 大阪府公害監視センター 
  ４ 経済成長と環境保全 （経済政策の視点から） 
       西嶋周二 武蔵工業大学 
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  ５ 中央省庁改革における「調整」の整理と環境政策 
       滝口直樹 環境庁 
 

        
  9  9  9  9月月月月 30303030日日日日((((土土土土))))    17:3017:3017:3017:30～～～～18:15   18:15   18:15   18:15   学会総会学会総会学会総会学会総会    大会議室大会議室大会議室大会議室 102102102102    
  9  9  9  9月月月月 30303030日日日日((((土土土土))))    18:3018:3018:3018:30～～～～                    懇懇懇懇    親親親親    会会会会    多目的ホール多目的ホール多目的ホール多目的ホール        

 

    10101010月月月月 1111日日日日((((日日日日))))午前の部午前の部午前の部午前の部    第１部第１部第１部第１部    報告報告報告報告 9:159:159:159:15～～～～11:2011:2011:2011:20    第２部第２部第２部第２部    総合討論総合討論総合討論総合討論 11:3011:3011:3011:30～～～～12:2012:2012:2012:20    

    
セッションセッションセッションセッションAAAA----3333    地球温暖化（政策決定過程と政策デザイン）地球温暖化（政策決定過程と政策デザイン）地球温暖化（政策決定過程と政策デザイン）地球温暖化（政策決定過程と政策デザイン）    大会議室大会議室大会議室大会議室 101101101101   
 座長：和気洋子（慶応義塾大学） 討論者：谷口富裕（東京大学） 松本泰子（東京理科大学）    
  １ 米国の地球温暖化問題に対する意思決定要因分析  
       川島康子 国立環境研究所 
  ２ CDM制度設計の課題：追加性の問題およびクレジットのコスト・アカウンティングの問題を中心に 
       明日香寿川 東北大学東北アジア研究センター 
  ３ 気候変動条約交渉における諸言説の変化 
       沖村理史 メリーランド大学 
  ４ 地球温暖化対策における国内制度のコンサルテーションの試み ～地球温暖化対策オープンフォーラムの成果～ 
       西岡秀三 (財)地球環境戦略研究機関／○福西隆弘 アジア経済研究所 
  ５ 有価証券報告書総覧に基づく発電単価の算定 
       大島堅一 高崎経済大学 
 
セッションセッションセッションセッションBBBB----3333    国際環境協力国際環境協力国際環境協力国際環境協力    中会議室中会議室中会議室中会議室 201A201A201A201A    
 座長：寺西俊一（一橋大学） 討論者：田口博之（環境庁） 松岡俊二（広島大学）    
  １ エネルギー・環境分野における日中相互協力に関する一考察 
       李志東 長岡技術科学大学 
  ２ アジア地域の環境問題と日本の地域協力 
       藤井秀昭 ㈱三菱総合研究所 
  ３ 開発援助プロジェクト環境配慮の方向性に関する研究 
       藤倉良 立命館大学 
  ４ 東アジアにおける都市環境インフラ整備資金調達の現状と課題  
       ○常 杪・任 勇 (財)地球環境戦略研究機関／井村秀文 名古屋大学 
  ５ 中国における環境汚染被害者救済 ～民間非営利部門の役割を中心に 
       相川泰 東京大学 
 
セッションセッションセッションセッションCCCC----3333    技術革新と環境保全技術革新と環境保全技術革新と環境保全技術革新と環境保全    中会議室中会議室中会議室中会議室 201B201B201B201B           
 座長：長谷川公一（東北大学）  討論者：藤井美文（文教大学） 横山彰（中央大学）    
  １ 環境規制の進展と環境技術の開発に関する研究 
       勝田悟 第一勧銀総合研究所 
  ２ 環境規制と技術的非効率性 
       野上裕生 日本貿易振興会アジア経済研究所 
  ３ わが国の ITへの期待と環境負荷増大への懸念 
           小沢徳太郎 環境問題スペシャリスト（静岡県立大学） 
  ４ 環境保全技術に係るタブーとその影響 
       水谷潤太郎 日本上下水道設計㈱ 
 
セッションセッションセッションセッションDDDD----3333    環境評価と環境資源勘定（その３）環境評価と環境資源勘定（その３）環境評価と環境資源勘定（その３）環境評価と環境資源勘定（その３）    小会議室小会議室小会議室小会議室 405405405405      
 座長：鷲田豊明（神戸大学） 討論者：寺脇拓（立命館大学） 加藤尊秋（東京工業大学）    
  １ コンジョイント分析によるリスクの認知評価 ～東京湾油濁事故における不確実性の評価～  
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              ○栗山浩一 早稲田大学／竹内憲司 明治大学短期大学／鷲田豊明 神戸大学 
／岸本充生 資源環境技術総合研究所／瀬尾佳美  筑波大学 
 

  ２ リサイクル繊維の環境価値評価 
       坂上雅治 京都大学 
  ３ 表明選好法および販売実験を通じた有機野菜に対する消費者選好の推定と循環型社会の構築に寄与する農工連携 

システムの方向性について 
       ○田口誠・盛岡通 大阪大学／楠部孝誠 科学技術振興事業団、大阪大学 
  ４ 歴史的文化遺産の経済分析の試み ～私市円山古墳を例として～ 
            ○高尾克樹・小林純平 立命館大学  
 
  ５ 選択型実験による樹林帯整備事業の便益評価 
       柘植隆宏 神戸大学 
 
セッショセッショセッショセッションンンンEEEE----3333    環境会計・環境監査・企業環境マネジメント（その３）環境会計・環境監査・企業環境マネジメント（その３）環境会計・環境監査・企業環境マネジメント（その３）環境会計・環境監査・企業環境マネジメント（その３）    中会議室中会議室中会議室中会議室 202A202A202A202A    
    座長：河野正男（横浜国立大学）  討論者：後藤敏彦（環境監査研究会)  有吉範敏（熊本大学）    
  １ ISO14000が環境情報開示に与える影響について ～日本企業の事例分析～  
       ○國部克彦 神戸大学／冨増和彦 奈良産業大学／角田季美枝 グリーンリポーティング・フォーラム 
       ／大西靖・品部友美・野田昭宏 神戸大学 
  ２ 企業の環境経営の時系列変化と企業間格差について 
       新村保子・桂川孝子・○鈴木清三・清水裕久 住友生命総合研究所／青柳みどり 国立環境研究所 

／加藤三郎 環境文明研究所 
  ３ 企業環境マネジメントの意味づけについて 
       ○安田義郎・平塚彰 大阪産業大学 
  ４ 経営戦略における環境リテラシーの意義について 
       佐々木雅一 資源リサイクルシステムセンター 
  ５ 環境庁「2000年報告」ガイドラインとこれからの環境会計の展望 
       宍戸雅子 ㈱KPMGセンチュリー審査登録機構 
    
セッションセッションセッションセッション FFFF----3333    ごみ問題の経済分析（その２）ごみ問題の経済分析（その２）ごみ問題の経済分析（その２）ごみ問題の経済分析（その２）    中会議室中会議室中会議室中会議室 406406406406   
 座長：郡嶌孝（同志社大学） 討論者：高橋康夫（国際連合大学高等研究所） 細田衛士（慶応義塾大学）    
  １ The Comparisons of Household Waste Recycling Policies 
       新熊隆嘉 岐阜聖徳学園大学 
  ２ 自治体におけるアルミ缶処理費用の分析 
       ○佐々木智代・安田八十五・大久保秀樹・Michael Simader 筑波大学 
  ３ 家電リサイクルの課題② 
       小林純子 名城大学 
  ４ 都市ごみ管理における「民営化」と費用・財務構造の再構成 
       小野隆弘 長崎大学 
  ５ 廃棄物政策のための廃家電製品発生台数の将来予測モデル 
       ○田崎智宏・亀屋隆志・浦野紘平 横浜国立大学 
 
セッションセッションセッションセッションGGGG----3333    物質循環と環境リスク（その２）物質循環と環境リスク（その２）物質循環と環境リスク（その２）物質循環と環境リスク（その２） 中会議室中会議室中会議室中会議室 202B202B202B202B 
 座長：吉田文和（北海道大学） 討論者：森口祐一（国立環境研究所） 岡敏弘（福井県立大学）    
  １ 一般廃棄物焼却施設におけるダイオキシン排出削減対策の費用効果分析 
       ○岸本充生 資源環境技術総合研究所／岡敏弘 福井県立大学／吉田喜久雄 資源環境技術総合研究所 

／中西準子 横浜国立大学 
  ２ 農業地域へのLCA拡大適用による自足型社会のデザイン 
       ○大村道明・両角和夫 東北大学／合田素行 農林水産省農業総合研究所／田上貴彦 科学技術振興事業団 

／西澤栄一郎 法政大学 
  ３ 米国の環境リスク管理における効率性評価の意義と限界 



 

 8

       河内幾帆  広島大学、Duke University／松岡俊二 広島大学 
  ４ 確率的生命価値のメタ分析 
       竹内憲司 明治大学短期大学 
 
  ５ DtT法と技術代替法によるLCA重み付け係数の比較 
       ○平井康宏・酒井伸一・高月紘 京都大学環境保全センター  
    
セッションセッションセッションセッションHHHH----3333    環境投資の多様な側面環境投資の多様な側面環境投資の多様な側面環境投資の多様な側面  小会議室小会議室小会議室小会議室 303303303303  
  座長：吉岡完治（慶応義塾大学） 討論者：磯崎博司（岩手大学） 杉山大志（電力中央研究所）     
  １ 遺伝資源の利用と金銭的利益の配分に関する国際的対応状況の分析～生物多様性条約に基づく～ 
       林希一郎 ㈱三菱総合研究所 
  ２ 産業用ヘンプを利用したバイオマス産業政策 
       赤星栄志 構想日本 
  ３ エコツーリズムの構造モデルと地域の主体性について 
       敷田麻実 金沢工業大学／○森重昌之 パシフィックコンサルタンツ㈱ 
 
  ４ 排出削減投資と環境規制のホールド・アップ問題 
       大内田康徳 北九州工業高等専門学校 
  ５ 中国砂漠における大型太陽光発電の研究 －発電基地建設のための砂漠の最適地選定－ 
       広松猛 ㈱竹中工務店 
 
セッションセッションセッションセッション IIII----3333    英語セッション英語セッション英語セッション英語セッション  小会議室小会議室小会議室小会議室 304304304304         
 座長：井村秀文（名古屋大学） 討論者：Ashish Rana（国立環境研究所） 藤川清史（甲南大学）    
  １ Cost Effective Analysis of CO2 Eemission Scenarios in China 
       ○Hongwei Yang  中国エネルギー研究所／Mikiko Kainuma  国立環境研究所 

／Yuzuru Matsuoka 京都大学  
  ２ Ube model as pollution control policy for developing countries 
       ○Jugal  Bhurtel・Masao Ukita 山口大学 
  ３ Inter-zone Discharge Permit Transaction: A Trial to Manage Industrial-borne Pollutants Discharged into  

Sawage Network in China 
       ○Hongbin Cao・Saburo Ikeda  筑波大学 
  ４ Valuation of Household Health Benefits from Drinking Water Supply in the Rrural Pakistan 
        ○Mushtaq Ahmed Memon・Shunji Matsuoka 広島大学 
 
セッションセッションセッションセッション JJJJ----3333    21212121世紀アジアのエネルギー・環境・経済と技術戦略～日中を中心として～世紀アジアのエネルギー・環境・経済と技術戦略～日中を中心として～世紀アジアのエネルギー・環境・経済と技術戦略～日中を中心として～世紀アジアのエネルギー・環境・経済と技術戦略～日中を中心として～        大会議室大会議室大会議室大会議室 102102102102    
                                共催：科学技術振興事業団「環境低負荷型の社会システム」プロジェクト（共催：科学技術振興事業団「環境低負荷型の社会システム」プロジェクト（共催：科学技術振興事業団「環境低負荷型の社会システム」プロジェクト（共催：科学技術振興事業団「環境低負荷型の社会システム」プロジェクト（CRESTCRESTCRESTCREST））））    
    座長：森俊介（東京理科大学） 
  １ 環境問題におけるアジア地域の重要性 
       佐和隆光 京都大学 
  ２ アジア経済の成長ポテンシャル：条件付収束モデルによる成長展望 
       桜井紀久 (財) 電力中央研究所、経済社会研究所 
  ３ 中国における経済・エネルギー・環境に関する計量経済分析 
       李志東 長岡技術科学大学  
  ４ 中国のエネルギー・技術戦略評価 
       周瑋生 立命館大学 
  ５ 東アジア地域の技術協力の可能性 
       手塚哲央 京都大学 
  ６ アジア・ユーラシアの化石燃料資源とエネルギー輸送戦略 
       ○藤井康正・堀川豊・山地憲治 東京大学 
  ７ アジア地域のエネルギー・資源長期需給戦略モデル 
       古瀬智裕  農林中林／○森俊介 東京理科大学 
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    10101010月月月月 1111日日日日((((日日日日))))午後の部午後の部午後の部午後の部    大ホール大ホール大ホール大ホール 1F1F1F1F    

    
第１部第１部第１部第１部    13:3013:3013:3013:30～～～～14:3014:3014:3014:30    特別講演（一般公開）特別講演（一般公開）特別講演（一般公開）特別講演（一般公開）    
    

「「「「21212121世紀の環境政策の挑戦的課題世紀の環境政策の挑戦的課題世紀の環境政策の挑戦的課題世紀の環境政策の挑戦的課題    ––––    不確実性、認識・判断の多様性、価値体系の相違不確実性、認識・判断の多様性、価値体系の相違不確実性、認識・判断の多様性、価値体系の相違不確実性、認識・判断の多様性、価値体系の相違    ––––」」」」            
橋本道夫 ・大会実行委員長    

                                             
第２部第２部第２部第２部    14:4514:4514:4514:45～～～～17:0017:0017:0017:00    シンポジウム（一般公開）シンポジウム（一般公開）シンポジウム（一般公開）シンポジウム（一般公開）    「環境保全と経済発展は果たして両立しうるか？」「環境保全と経済発展は果たして両立しうるか？」「環境保全と経済発展は果たして両立しうるか？」「環境保全と経済発展は果たして両立しうるか？」    
    
      パ ネ リ ス ト    植田和弘（京都大学経済学部教授） 
               黒田昌裕（慶応大学商学部教授） 
               佐和隆光（環境経済・政策学会会長，京都大学教授） 
               寺西俊一（一橋大学経済学部教授） 
      コーディネーター 森田恒幸（国立環境研究所社会環境システム部長） 
 
 
 


