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環境経済・政策学会2007年大会 スケジュール 
会　場 

滋賀大学彦根キャンパス 
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7日（日）午前の部 
10:00～12:20

7日（日）午後の部 
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地球温暖化－ポスト2012 

 

評価１ 

排出権取引2 

環境保全意識とライフスタイル 

廃棄物－中国 

地域と資源循環 

再生可能エネルギー政策 

環境ガバナンス 

環境マネジメントシステム 

貿易と環境 

環境経済理論2 

地域 

アジア・途上国１－中国 

流域管理 
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温暖化－国内政策 

温暖化 

評価2 

排出課徴金の事例 

廃棄物 

国際資源循環 

廃棄物政策の計量評価 

農業・食料 

技術 

環境ビジネス 

持続可能性指標 

環境経済理論3 

地域－公害 

アジア・途上国2 

費用効果 
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公開シンポジウム　「環境保全からの地域再生」 
滋賀大学経済学部講堂 

学会総会 
滋賀大学経済学部講堂 

7日（日） 
17:00～17:30

7日（日） 
18:00～ 

懇親会　彦根プリンスホテル 
〒522-0002　滋賀県彦根市松原町網代口1435-91　TEL.0749(26)1111

大  会  事  務  局 

〒522-8522 滋賀県彦根市馬場1丁目1番1号 滋賀大学経済学部 

注：大会プログラムは変更になることがあります。最新のプログラムについては学会ウェブサイトを参照してください。 

滋賀大学経済学部  只友景士研究室 

学会ウェブサイト　������������������ ��!���""���

����#$%&��$��#%$ ����#$%&��$����� �""��'(�� )�����* �+� ��!�
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10月7日（日）午前の部 �����～����� 午前9：15より受付開始 
○・・・報告者 

地球温暖化－京都メカニズム　�会場 
座長：伴金美（大阪大学） 
1  Analysis of International Emissions Trading When Speculators Participate Using a Multi-agent Model 
 ○松本健一（関西学院大学） 
 討論者：草川孝夫（広島修道大学） 

2  日本政府によるカーボン・クレジット活用策の評価：京都メカニズムクレジット取得事業と国内（自主的）排出量取引制度を中心に 
 ○明日香壽川（東北大学） 
 討論者：伴金美（大阪大学） 

3  排出権取引とCDM事業：供給独占への対応 
 ○爲近英恵（大阪大学）・伴金美（大阪大学） 
 討論者：林宰司（高崎経済大学） 

4  プレミアムつきのカーボンクレジットについて－－WWFのゴールド・スタンダードとカーボンマーケット－－ 
 大沼あゆみ（慶應義塾大学）・○山本雅資（慶應義塾大学） 
 討論者：明日香壽川（東北大学） 
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地球温暖化－データ分析　�会場 
座長：後藤則行（東京大学） 
1  温室効果ガスの削減動機に関する計量分析 
 ○一方井誠治（京都大学）・石川大輔（京都大学）・大堀秀一（岐阜聖徳学園大学）・佐々木健吾（京都大学） 
 討論者：中野牧子（名古屋学院大学） 

2  An application of the logistic curve to the modeling of CO2 emission reduction 
 ○畠瀬和志（神戸大学） 
 討論者：増井利彦（(独)国立環境研究所） 

3  アジア諸国の発展に伴う二酸化炭素排出量の変化と緩和策に関する分析 
 ○高山寛人（東京工業大学）・増井利彦（(独)国立環境研究所） 
 討論者：石川大輔（京都大学） 

4  中国瀋陽市における家庭部門のエネルギー需要見通しと省エネルギー対策の効果の定量分析 
 ○張暁曦（東京工業大学大学院）・増井利彦（(独)国立環境研究所） 
 討論者：外岡豊（埼玉大学） 
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LCA・ラベリング　�会場 
座長：森口祐一（国立環境研究所） 
1  LCAの企業および都市評価への応用 
 ○中村太郎（早稲田大学）・永井祐二（早稲田大学）・永田勝也（早稲田大学）・小野田弘士（早稲田大学）・金子正（早稲田大学）・福岡亮美（早稲田大学） 
 討論者：森口祐一（(独)国立環境研究所） 

2  産業部門の環境効率指標を用いた新技術評価法の開発 
 ○佐脇政孝（(独)産業技術総合研究所）・井上佳久（(独)産業技術総合研究所）・岸本充生（(独)産業技術総合研究所）・増田幸治（(独)産業技術総合研究所） 
 討論者：石川雅紀（神戸大学） 

3  LIMEを用いたICTソリューションの環境負荷評価 
 ○鈴木重治（株式会社富士通研究所）・胡勝治（株式会社富士通研究所）・端谷隆文（株式会社富士通研究所） 
 討論者：若井郁次郎（大阪産業大学） 

4  資源管理方策としての水産エコラベル―MSCエコラベルの事例から―  
 ○田村典江（アミタ株式会社）・渡邊薫（京都大学） 
 討論者：除本理史（東京経済大学） 
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排出権取引１　�会場 
座長：新澤秀則（兵庫県立大学） 
1  なぜ日本で温暖化対策としてCap & Tradeが採用されないのか 
 ○山口光恒（東京大学）・澤昭裕（東京大学）・信岡洋子（メリルリンチ証券） 
 討論者：鮎川ゆりか（WWFジャパン） 

2  脱炭素社会に向けた国内排出量取引制度提案 
 ○諸富徹（京都大学）・高瀬香絵（Governance Design Laboratory）・清水雅貴（横浜国立大学） 
 討論者：岡敏弘（福井県立大学） 

3  自主参加型国内排出量取引制度の特徴、政策的意義とその評価  
 ○二宮康司（環境省） 
 討論者：諸富徹（京都大学） 

4  排出権取引は何をもたらすか---EUETSの本質--- 
 ○岡敏弘（福井県立大学）・畔上泰尚（慶應義塾大学）・山口光恒（東京大学） 
 討論者：新澤秀則（兵庫県立大学） 
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環境負荷と指標　�会場 
座長：中野桂（滋賀大学） 
1  人口・世帯構成が環境負荷発生量に及ぼす影響について 
 ○金森有子（(独)国立環境研究所）・山下隆久（野村総合研究所）・松岡譲（京都大学） 
 討論者：根本志保子（日本大学） 

2  「地球一個分の暮らし」を支援する個人用エコロジカル・フットプリント計算クイズの開発 
 ○泉浩二（エコロジカル･フットプリント・ジャパン）・和田喜彦（同志社大学/エコロジカル・フットプリント・ジャパン）・ 
 真柴隆弘（エコロジカル・フットプリント・ジャパン） 
 討論者：野上裕生（日本貿易振興機構アジア経済研究所） 

3  「消費の質」の変化と環境負荷 ―トマトの生産・流通・消費にみる消費の要因分析  
 ○ 根本志保子（日本大学） 
 討論者：中野桂（滋賀大学） 

4  A Textbook Explanation of Global Hectare 
 ○中野桂（滋賀大学）・和田喜彦（同志社大学） 
 討論者：金森有子（(独)国立環境研究所） 

���

廃棄物・リサイクル産業　�会場 
座長：八木信一（九州大学） 
 1  自動車リサイクル法施行後の自動車解体業の状況 
 ○外川健一（熊本大学）・酒井清行（有限責任中間法人日本ELVリサイクル機構）・中本隆宏（みずほ情報総研株式会社） 
 討論者：吉田綾（(独)国立環境研究所） 

 2  関係者インタビューによる建設リサイクル法の問題点抽出と今後の課題の検討 
 ○田崎智宏（(独)国立環境研究所）・橋本征二（(独)国立環境研究所）・小林均（（株）エックス都市研究所） 
 討論者：八木信一（九州大学） 

 3  中古家電等の取扱事業者の把握とその管理上の問題点 
 ○吉田綾（(独)国立環境研究所）・寺園淳（(独)国立環境研究所） 
 討論者：森晶寿（京都大学） 

 4  廃棄物処理業における環境マネジメントについての考察 
　  ―優良性評価制度およびエコアクション21の活用を通して― 
 ○青木玲子（株式会社環境管理センター） 
 討論者：外川健一（熊本大学） 
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リサイクル政策　�会場 
座長：松岡俊二（早稲田大学） 
1  欧州諸国・東アジア諸国の家電リサイクルとＥＰＲのあり方 
 ○村上（鈴木）理映（(独)国立環境研究所）・村上進亮（東京大学） 
 討論者：阿部新（一橋大学） 

2  Evaluation of a national recycling program: a case study of Taiwan 
 ○Lih-Chyi WEN（Chung-hua Institution for Economic Research）・Chun-hsu LIN（Chung-hua Institution for Economic Research）・ 
 Rie MURAKAMI (SUZUKI)（National Institute for Environmental Studies） 
 討論者：松岡俊二（早稲田大学） 

3  使用済自動車の流通量に関する考察 
 ○阿部新（一橋大学） 
 討論者：細田衛士（慶應義塾大学） 

4  How Much Is the Difference between Deferred and Advance Recycling Fee  
　  in a Household Electric Appliances Recycling Policy in Japan? 
    Toyokazu Naito（Kyoto Gakuen University）・○Michinori Uwasu（Osaka University） 
 討論者：西村一彦（日本福祉大学） 

���

再生可能エネルギーと地域　�会場 
座長：飯田哲也（環境エネルギー政策研究所） 
1  気候変動問題に関する危機意識とエネルギー選択 
 ○青柳みどり（(独)国立環境研究所） 
 討論者：鈴木靖文（ひのでやエコライフ研究所） 

 2  更新性資源ベースの地域経済指標としてのエネルギー永続地帯 
 倉阪秀史（千葉大学）・松原弘直（環境エネルギー政策研究所）・飯田哲也（環境エネルギー政策研究所）・ 
 大林ミカ（環境エネルギー政策研究所）・川崎俶郎（環境エネルギー政策研究所）・○馬上丈司（千葉大学）・ 
 松尾寿裕（環境エネルギー政策研究所）・山下紀明（環境エネルギー政策研究所）・古屋将太（環境エネルギー政策研究所） 
 討論者：林岳（農林水産省農林水産政策研究所） 

 3  バイオエタノール生産における環境負荷削減効果と地域経済効果の計測 
 ○林岳（農林水産省農林水産政策研究所）・増田清敬（日本学術振興会特別研究員）・山本充（小樽商科大学） 
 討論者：飯田哲也（環境エネルギー政策研究所） 

 4  バイオマスエネルギーを基軸とした地産地消のエネルギーネットワーク構想に関する地域研究  
 ○横山孝雄（兵庫県立大学） 
 討論者：小林紀之（日本大学） 

���

コモンズ　�会場 
 座長：梅澤直樹（滋賀大学） 
 1  入会権と環境保全 
 ○三輪大介（京都精華大学） 
 討論者：鈴木龍也（龍谷大学） 

 2  英国カンブリア州におけるコモンランドの管理運営：入会権者・入会組織の連携化の動きに着目して 
 ○三俣学（兵庫県立大学） 
 討論者：茂木愛一郎（慶應丸の内シティキャンパス） 

 3  ノルウェーにおける万人権とコモンズの実態 ―重層的な自然資源管理と環境保全の視点から― 
 ○嶋田大作（京都大学）・室田武（同志社大学） 
 討論者：泉留維（専修大学） 

 4  ローカル・コモンズとしての財産区の現況 ―2007年悉皆調査より― 
 泉留維（専修大学）・斉藤暖生（総合地球環境学研究所）・山下詠子（東京大学）・○浅井美香（一橋大学） 
 討論者：三俣学（兵庫県立大学） 
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CSR　�会場 
座長：後藤敏彦（環境監査研究会） 
1  マテリアルフローコスト会計の課題と対応：継続的導入へ向けての考察 
 ○國部克彦（神戸大学） 
 討論者：八木裕之（横浜国立大学） 

2  CSR経営と財務パフォーマンスとの関連：日本企業における実証分析 
 ○中尾悠利子（関西学院大学）・天野明弘（兵庫県立大学） 
 討論者：馬奈木俊介（横浜国立大学） 

3  これからの内部統制における環境経営・ＣＳＲ経営の方向性 
 ○宍戸雅子（ソーシャルヴィジョンＬＬＣ） 
 討論者：後藤敏彦（環境監査研究会） 

4  企業価値形成プロセスにおけるＣＳＲの影響 
 ○長谷川直哉（山梨大学） 
 討論者：本田智則（(独)産業技術総合研究所） 

���

エコロジー・エントロピー　�会場 
座長：室田武（同志社大学） 
1  ポランニーを基礎とした環境・経済・社会に関する概念モデルの検討 
 ○大熊一寛（環境省） 
 討論者：倉阪秀史（千葉大学） 

2  屎尿経済の日英比較―物質循環論からの考察― 
 ○三俣延子（同志社大学） 
 討論者：槌田敦（高千穂大学） 

3  エコロジカル経済学と４資本モデル 
 ○倉阪秀史（千葉大学） 
 討論者：藤堂史明（新潟大学） 

4  エントロピー経済学とは何か 
 ○槌田敦（高千穂大学） 
 討論者：室田武（同志社大学） 

���

環境経済理論１　�会場 
座長：鷲田豊明（上智大学） 
1  制度的制約としての倫理と外部性 ―環境問題に対処するための倫理的方法―  
 ○大石太郎（京都大学） 
 討論者：松野裕（明治大学） 

2  権利構造と環境政策：制度学派の新たな可能性に向けて 
 ○野田浩二（一橋大学（院）） 
 討論者：大森正之（明治大学） 

3  環境問題克服の倫理再考 
 ○松野裕（明治大学） 
 討論者：吉川英治（滋賀大学） 

4  エコロジー経済学の系譜に関する考察 （玉野井芳郎「生命系のエコノミー」の再考） 
 ○八塚　みどり（京都大学） 
 討論者：鷲田豊明（上智大学） 
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費用負担　�会場 
座長：植田和弘（京都大学） 
1  持続可能な森林管理に必要な将来費用と財源調達に向けて 
 ○植村哲士（野村総合研究所） 
 討論者：高橋卓也（滋賀県立大学） 

2  基地汚染の政治経済学的分析 
 ○林公則（一橋大学） 

 討論者：植田和弘（京都大学） 
3  自然保護・アメニティ保全の費用負担問題への一視角 ―英国ナショナル・トラストを事例に― 
 ○藤谷岳（一橋大学） 

 討論者：片山博文（桜美林大学） 
4  Socio-psychological Value of Work and the Optimality of Resource Extinction 
 Y. Hossein Farzin（University of California, Davis）・○赤尾健一（早稲田大学） 
 討論者：梅津千恵子（総合地球環境学研究所） 

���

10月7日（日）午後の部 �����～����� 会場：滋賀大学経済学部講堂 
共催：滋賀大学　後援：滋賀県 

テーマ ： 環境保全からの地域再生 

公開シンポジウム 

14:00～14:50 【基調講演】 
 嘉田由紀子（滋賀県知事）「農業からの環境再生」 

15:00～17:00 【パネルディスカッション】 
 パネリスト 
 　嘉田由紀子（滋賀県知事） 
 　宮本憲一（前滋賀大学学長）　 
 　藤井絢子（滋賀県環境生協理事長） 
 　佐藤亮子（フリージャーナリスト） 

※公開シンポジウム終了後、講堂にて学会総会を開催します。 
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10月8日（月）午前の部 ����～�����

地球温暖化－ポスト2012　�会場 
座長：高村ゆかり（龍谷大学） 
1  気候変動の世界地域別寄与度とブラジル提案（4） 
 ○黒沢厚志（エネルギー総合工学研究所）・友田利正（地球環境産業技術研究機構） 
 討論者：西本裕美（京都大学） 

2  将来枠組み提案としての数値目標（先進国） 
　 および自主的目標（SD-PAMs、セクターCDM、セクター別取り組み）の併用アプローチの評価 
 ○木村ひとみ（地球環境戦略研究機関）・明日香壽川（東北大学） 
 討論者：高村ゆかり（龍谷大学） 

3  京都議定書の次期枠組みに関する提案：セクター別原単位の活用 
 ○高橋信吾（株式会社三菱総合研究所） 
 討論者：亀山康子（(独)国立環境研究所） 

4  気候変動対策における不確実性と長期目標  
 ○西本裕美（京都大学）・松岡譲（京都大学） 
 討論者：新澤秀則（兵庫県立大学） 
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評価１　�会場 
座長：吉田謙太郎（筑波大学） 
1  Effects of repeating questions in choice experiment: Accident fatality avoidance  
　 in selecting energy technologies 
 ○加藤尊秋（北九州市立大学）・岡野邦彦（（財）電力中央研究所）・日渡良爾（（財）電力中央研究所）・小川雄一（東京大学） 
 討論者：栗山浩一（早稲田大学） 

2  表明選好法による次世代リスクの経済評価 
 ○柘植隆宏（甲南大学）・岸本充生（(独)産業技術総合研究所）・竹内憲司（神戸大学） 
 討論者：寺脇拓（立命館大学） 

3  死亡リスク削減の経済的評価とスコープテストによる信頼性の検証 
 ○栗山浩一（早稲田大学）・岸本充生（(独)産業技術総合研究所）・金本良嗣（東京大学） 

 討論者：柘植隆宏（甲南大学） 
4  レブンアツモリソウの販売が礼文島への訪問者数に与える影響 
 ○庄子康（北海道大学）・八巻一成（森林総合研究所）・三谷羊平（日本学術振興会特別研究員）・栗山浩一（早稲田大学） 
 討論者：柘植隆宏（甲南大学） 

5  条件変動に伴うWTPの変化について～バイオエタノール混合ガソリンへの消費者選好分析～  
 ○井元智子（九州大学）・矢部光保（九州大学）・横川洋（九州大学） 
 討論者：吉田謙太郎（筑波大学） 
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排出権取引2　�会場 
座長：浜本光紹（獨協大学） 
1  韓国の首都圏大気汚染物質総量管理制度－日本の類似制度との比較から－ 
 ○朴勝俊（京都産業大学） 
 討論者：松野裕（明治大学） 

2  On the Trading Ratios of Pollution Load Permit Between Point and Nonpoint Sources 
 大沼あゆみ（慶應義塾大学）・○澤田英司（慶應義塾大学） 
 討論者：朴勝俊（京都産業大） 

3  物流分野における排出量取引制度導入の検討 
 ○近江貴治（日通総合研究所） 
 討論者：松岡巌（（財）運輸政策研究機構国際問題研究所） 
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4  排出権取引と電力会社の長期投資意思決定 
 ○東愛子（京都大学） 
 討論者：手塚哲央（京都大学） 

5  排出量取引制度におけるセイフティ・バルブ（安全弁）の研究 
　 ―米国北東部諸州によるRegional Greenhouse Gas Initiative（RGGI）を素材に― 
 ○清水雅貴（横浜国立大学） 
 討論者：浜本光紹（獨協大学） 

環境保全意識とライフスタイル　�会場 
座長：鈴木靖文 （ひのでやエコライフ研究所） 
1  意識国際比較の視点から見た東アジアの環境協調可能性 
 ○鄭躍軍（総合地球環境学研究所） 
 討論者：青柳みどり（(独)国立環境研究所） 

2  東アジア4首都における環境関連意識の規定要因 ―東アジア環境意識比較調査の比較分析― 
 ○小島宏（早稲田大学） 
 討論者：青柳みどり（(独)国立環境研究所） 

3  Can the campaign for promoting products  
　 with simple packaging change consumers' preferences? Evidence from Japan  
 ○山口恵子（神戸大学）・石川雅紀（神戸大学） 
 討論者：新熊隆嘉（東京外国語大学） 

4  一般市民の世界・国内の環境に対する問題意識の現状 
 ○三瓶由紀（(独)国立環境研究所）・青柳みどり（(独)国立環境研究所） 
 討論者：鈴木靖文（ひのでやエコライフ研究所） 
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廃棄物－中国　�会場 
座長：明日香壽川（東北大学） 
1  循環型社会の実現に向けた取り組みのあり方 
　 ―中国の国家モデル生態工業園区（Eco-Industrial park，EIP）を中心に 
 ○孫穎（京都大学） 
 討論者：明日香壽川（東北大学） 

2  中国における自動車リサイクル政策に関する研究 ―日中比較からみた法的改革への提言―  
 ○王舟（立命館大学）・小幡範雄（立命館大学） 
 討論者：外川健一（九州大学） 

3  中国の廃車回収・解体処理業に関する一考察 
 ○平岩幸弘（一橋大学） 
 討論者：吉田綾（(独)国立環境研究所） 

4  中国における廃プラスチックのリサイクル 
 ○寺園淳（(独)国立環境研究所）・吉田綾（(独)国立環境研究所）・中谷準（東京大学）・林廣和（産業情報研究センター） 
 討論者：松本亨（北九州市立大学） 

5  中国の静脈産業モデル団地の現状と課題：青島市と北九州市の国際比較からの考察 
 ○松本亨（北九州市立大学）・劉娟（北九州市立大学）・小柳秀明（地球環境戦略研究機関）・荻原朗（地球環境戦略研究機関） 
 討論者：村上理映（(独)国立環境研究所） 
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地域と資源循環　�会場 
座長：山下英俊（一橋大学） 
1  わが国の鉄のストック・フローに関する計量経済学的モデルの構築 
 ○河瀬玲奈（京都大学）・松岡譲（京都大学） 
 討論者：菅幹雄（東京国際大学） 

2  地域マテリアル・フロー・データベースによる産業構造変化の評価分析　滋賀県を事例として 
 ○林周（（財）滋賀県産業支援プラザ）・吉田徹（（財）滋賀県産業支援プラザ）・仁連孝昭（滋賀県立大学） 
 討論者：河瀬玲奈（京都大学） 
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3  新たな広域圏・コモンズ形成による廃棄物処理の可能性に関する調査・研究 
 ○小川繁幸（東京農業大学） 
 討論者：田崎智宏 （(独)国立環境研究所） 

4  市民の側からみた廃棄物指標について 
 ○花嶋温子（大阪産業大学） 
 討論者：山下英俊（一橋大学） 

再生可能エネルギー政策　�会場 
座長：大島堅一（立命館大学） 
1  日本におけるバイオエタノール普及政策の費用効果分析 
 ○朝野賢司（(独)産業技術総合研究所） 
 討論者：荒谷勝喜（滋賀大学） 

2  電力自由化における再生可能エネルギーの促進～RPS制度とFIT制度の制度比較～ 
 ○大平佳男（法政大学） 
 討論者：西村陽（大阪大学（客員教授）） 

3  「グリーン熱証書」の木質バイオマスへの政策的な試用と評価  
 ○井筒耕平（環境エネルギー政策研究所）・金沢滋（岩手・木質バイオマス研究会）・山下紀明（環境エネルギー政策研究所）・ 
 飯田哲也（環境エネルギー政策研究所） 
 討論者：朝野賢司（電力中央研究所） 

4  The Political Framework for Renewable Energies in Japan and Germany - A comparative Analysis  
 ○Thomas Gonnermann（University of Koblenz-Landau）・飯田哲也（環境エネルギー政策研究所） 

 討論者：鎗目雅（東京大学） 
5   中国農村部における再生可能エネルギーの可能性：畜産バイオガスを中心に 
 ○沖村理史（島根県立大学） 
 討論者：森晶寿（京都大学） 
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環境ガバナンス　�会場 
座長：松下和夫（京都大学） 
1  黄砂問題に関する最近の動向 ─自然現象か人為的影響か古くて新しい問題の解決に向けて─  
 ○山本桂香（東京大学） 
 討論者：松下和夫（京都大学） 

2  環境基本計画における参画とパートナーシップ ─滋賀県野洲市の試みを事例として─ 
 ○宮永健太郎（滋賀県琵琶湖環境科学研究センター） 
 討論者：脇田健一（龍谷大学） 

3  野生動植物保護レジームの誕生とその背景 
 ○真田康弘（神戸大学） 
 討論者：石井敦（東北大学） 

4  開発をめぐる社会的対立における環境リスクコミュニケーションの役割と可能性 
　 ─共有知識の理論による理解─ 
 ○吉野章（京都大学） 

 討論者：藤栄剛（滋賀大学） 
5  環境ガヴァナンスにおける秩序形成 ─ネットワークの機能と複雑性を中心に─ 
 ○宮　麻美（大阪大学） 
 討論者：蟹江憲史（東京工業大学） 
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環境マネジメントシステム　�会場 
座長：國部克彦（神戸大学） 
1  環境投資における新しい意思決定手法 
 ○湊則男（神戸大学） 
 討論者：平井孝治（立命館大学） 

2  An Empirical Study on the Adoption of ISO 14001 in Japanese Firms 
 ○西谷公孝（神戸大学） 
 討論者：加藤尚史（名古屋大学） 

3  自治体環境政策に環境マネジメントシステムがもたらした効果と課題 
　 －ISO14001認証取得自治体への政策実態調査分析より－ 
 ○山本芳華（立命館大学）・川瀬友太（立命館大学） 
 討論者：岡野雅通（島津製作所） 

4  中小事業者向け環境マネジメントシステムの研究 
 ○池北實（同志社大学） 
 討論者：山本芳華（立命館大学） 

5  中小企業の環境経営戦略の検討 
 ○在間敬子（京都産業大学） 
 討論者：後藤敏彦（環境監査研究会） 
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貿易と環境　�会場 
座長：和気洋子（慶應義塾大学） 
1  欧米の経験から見るFTAの環境影響評価の役割と限界 
 ○林希一郎（名古屋大学） 
 討論者：和気洋子（慶應義塾大学） 

2  WTO貿易と環境に関する委員会(CTE)の交渉 
 ○原嶋洋平（拓殖大学） 
 討論者：林希一郎（名古屋大学） 

3  森林の持続可能性のための貿易政策 
 ○島本美保子（法政大学） 
 討論者：瀬尾佳美（青山学院大学） 

4  森林保全インセンティヴを考慮した世界林産物貿易モデルの構築 
　 ―空間均衡モデルによる接近―  
 ○持田亮（九州大学）・前田幸嗣（九州大学）・狩野秀之（九州大学） 
 討論者：島本美保子（法政大学） 

5  ASEAN・東アジアにおける中間財貿易の循環的連結構造と環境負荷拡散 
 ○藤田渉（長崎大学） 
 討論者：高瀬浩二（静岡大学） 
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環境経済理論2　�会場 
 座長：大沼あゆみ（慶應義塾大学） 
1  Environmental Tax Reform and Growth with Vertical Innovation 
 ○中田実（滋賀大学） 
 討論者：生藤昌子（大阪大学） 

2  空間経済におけるリサイクルの理論 
 ○横尾英史（京都大学） 
 討論者：西村一彦（日本福祉大学） 

3  企業の自主的環境投資を促す政策について 
 ○飯田健志（神戸大学） 
 討論者：大堀秀一（岐阜聖徳学園大学） 
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4  Environmental Funds, Terms of Trade, and Welfare. 
 ○生原匠（山梨学院大学） 
 討論者：坂上紳（慶應義塾大学） 

5  Mitigation and Adaptation in an economy with the North and the South  
 ○有野洋輔（慶應義塾大学）・大沼あゆみ（慶應義塾大学） 
 討論者：林宰司（高崎経済大学） 

地域　�会場 
座長：倉阪秀史（千葉大学） 
1  地域環境政策形成のための地域の現状把握と分析手法 
 ○酒井正治（京セラ）・水谷洋一（静岡大学）・大島賢一（立命館大学） 
 討論者：大岡一馬（豊中市伊丹市クリーンランド） 

2  地域環境通貨による市民環境活動分析手法の開発 
 ○永井祐二（早稲田大学）・中村太郎（早稲田大学）・永田勝也（早稲田大学）・小野田弘士（早稲田大学）・ 
 金子正（早稲田大学）・福岡亮美（早稲田大学） 
 討論者：泉留維（専修大学） 

3  日本における交通部門の環境対策とEST関連施策の展開-地域における公共交通の活用のために 
 ○藤堂史明（新潟大学） 
 討論者：酒井正治（京セラ株式会社） 

4  異なるデータによる滋賀県内工業部門からの二酸化炭素排出量推計の比較考察 
 ○若井郁次郎（大阪産業大学）・吉田徹（財団法人滋賀県産業支援プラザ） 
 討論者：小幡範雄（立命館大学） 

5  商業捕鯨モラトリアムと伝統的捕鯨地域 ─和歌山県太地町の社会構造を中心として─ 
 ○宮脇和人（愛媛大学） 
 討論者：倉阪秀史（千葉大学） 

���

アジア・途上国１－中国　�会場 
座長：李志東（長岡技術科学大学） 
1  中国内モンゴルにおける工場排水の汚染防止策～ＩＳＯ14001規格の緊急時対応の応用～ 
 ○李志勇（京都精華大学）・山田國廣（京都精華大学） 
 討論者：大西暁生（大学共同利用機関法人総合地球環境学研究所） 

2  上海市における都市用水価格改定の実際 ─水料金制度の構造と課題─ 
 ○知足章宏（立命館大学） 
 討論者：李志東（長岡技術科学大学） 

3  中国・恩格貝における緑地化の推進と人口許容量との関係 
 ○高橋義文（北星学園大学）・伊藤昭男（北海商科大学）・阿部秀明（北海商科大学）・笹木潤（東京農業大学）・出村克彦（北海道大学） 
 討論者：大賀圭治（日本大学） 

4  四日市公害の資料から作成したSO2拡散と健康被害予測モデルによる中国の環境政策シミュレーション 
 ○鬼頭浩文（四日市大学）・中野諭（慶應義塾大学）・酒井裕司（工学院大学）・定方正毅（工学院大学） 
 討論者：除本理史（東京経済大学） 

5  中国の経済発展と環境問題 ―持続可能な発展の制度的分析  
 ○周夏露（北九州市立大学）・吉原久仁夫（北九州市立大学） 
 討論者：相川泰（鳥取環境大学） 
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流域管理　�会場 
座長：中村正久（滋賀大学） 
1  流域環境保全のための新たな環境政策原則の提案に関する考察 
 ○角田季美枝（千葉大学大学院） 

 討論者：大塚健司（アジア経済研究所） 
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温暖化－国内政策　�会場 
座長：松本泰子（京都大学） 
1  日本における自動車税のグリーン化の政策形成過程とその評価 
 ○伊藤幸喜（東北大学） 
 討論者：兒山真也（兵庫県立大学） 

2  オランダ環境協定の進捗管理 
 ○上園昌武（島根大学） 
 討論者：林宰司（高崎経済大学） 

3  日本のエネルギー転換・産業部門におけるCO2削減対策をめぐる議論の背景と、CO2削減ポテンシャル 
 ○大久保望（特定非営利活動法人環境エネルギー政策研究所）・畑直之（特定非営利活動法人気候ネットワーク）・ 
 飯田哲也（特定非営利活動法人環境エネルギー政策研究所） 
 討論者：上園昌武（島根大学） 

4  東京都の温暖化対策施策の展開と国の施策への影響 
 ○山下紀明（特定非営利活動法人環境エネルギー政策研究所）・飯田哲也（特定非営利活動法人環境エネルギー政策研究所） 
 討論者：松本泰子（京都大学） 

5  炭素税による温暖化対策の不確実性に関する一考察 
 ○清水透（麗澤大学）・小野宏哉（麗澤大学） 
 討論者：二宮康司（環境省） 

6  過去10年の国内地球温暖化政策の変遷と評価分析 
 ○平田仁子（気候ネットワーク） 
 討論者：一方井誠治（京都大学） 
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温暖化　�会場 
座長：亀山康子（（独）国立環境研究所） 
1  気候変動枠組条約第2条の究極目的の位置づけに関する一考察 ─多国間環境協定間比較を中心に 
 ○亀山康子（(独)国立環境研究所）・久保田泉（(独)国立環境研究所） 
 討論者：高村ゆかり（龍谷大学） 

2  ロンドン条約における二酸化炭素海底下地層貯留の位置づけに関する主要アクターの交渉スタンスについての一考察 
 ○瀬川恵子（環境省） 
 討論者：石井敦（東北大学） 

3  京都議定書の遵守制度の評価と2013年以降の将来枠組みにおける遵守制度 
 ○高村ゆかり（龍谷大学） 
 討論者：久保田泉（(独)国立環境研究所） 
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2  韓国の流域管理政策 
 ○吉田央（東京農工大学） 

 討論者：李秀　（名城大学） 
3  運動団体から管理組織へ ─矢作川流域における水質管理活動事例から環境ガバナンスへの含意─ 
 ○太田隆之（京都大学） 

 討論者：尾崎寛直（東京経済大学） 
4  流域ガバナンスの費用負担ルールをめぐる合意形成 ─日本における地域主導の試みからの示唆─ 
 ○大塚健司（アジア経済研究所）・藤田香（桃山学院大学） 

 討論者：角田季美枝（千葉大学） 
5  沿岸域管理の枠組みと方法 ─琵琶湖沿岸域を対象として─ 
 ○秋山道雄（滋賀県立大学） 
 討論者：中村正久（滋賀大学） 
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評価2　�会場 
座長：栗山浩一（早稲田大学） 
1  クリーン自動車購入における環境意識の影響の分析 
 ○板岡健之（みずほ情報総研株式会社）・齋藤文（みずほ情報総研株式会社）・赤井誠（(独)産業技術総合研究所） 
 討論者：三谷羊平（早稲田大学） 

2  Does energy efficiency label alter consumers’purchase decision?  
　 A latent class approach on Shanghai data 
 ○沈俊毅（大阪大学） 
 討論者：平原隆史（千葉商科大学） 

3  環境情報の処理・評価と消費者行動 
 ○佐藤真行（京都大学）・楠部孝誠（石川県立大学）・植田和弘（京都大学）・高月紘（石川県立大学）・新山陽子（京都大学） 
 討論者：加藤尊秋（北九州市立大学） 

4  環境情報の評価と消費者知識に関するサーベイ研究 ―ラベル認証制度の課題― 
 ○村上佳世（京都大学） 
 討論者：坂上雅治（日本福祉大学） 

5  環境問題に関わる支払意志について準拠集団の影響 
 ○平原隆史（千葉商科大学） 
 討論者：栗山浩一（早稲田大学） 

6  A New Explanation for Hypothetical Bias: Subjective Probabilities of Hypothetical Aspects in Payment and Provision 
 ○三谷羊平（早稲田大学、コロラド大学）・Nicholas Flores（コロラド大学） 
 討論者：佐藤真行（京都大学） 
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廃棄物　�会場 
座長：吉田文和（北海道大学） 
1  ２つの中都市における家庭ゴミのプロセスフロー比較･分析による改善策提言 
 ○広松猛（広島国際大学） 
 討論者：吉田文和（北海道大学） 

2  環境効用ポテンシャル評価手法の開発とその応用 （製品の価値と環境負荷を考慮した指標について） 
 二又裕文（早稲田大学）・○兼子洋幸（早稲田大学）・吉田貴奈（早稲田大学）・小野田弘士（早稲田大学）・永田勝也（早稲田大学） 
 討論者：平井康宏（京都大学） 

3  環境負荷と経済性を考慮した一般廃棄物処理技術に関するソフトウェアの開発について 
 小清水勇（早稲田大学）・○小沢俊明（早稲田大学）・小野田弘士（早稲田大学）・永田勝也（早稲田大学） 

 討論者：山川肇（京都府立大学） 
4  シャンプーの詰替製品利用の要因分析 
 ○山川肇（京都府立大学）・阿部桃子（(株)プロルート丸光）・西井和浩（京都府立大学）・渡辺浩平（帝京大学） 
 討論者：田崎智宏（(独)国立環境研究所） 
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排出課徴金の事例　�会場 
座長：諸富徹（京都大学） 
1  韓国の環境・エネルギー関連賦課金制度 ―運用実態と制度進化のための課題―  
 ○李秀　（名城大学）・金正仁（中央大学（韓国）） 
 討論者：藤田香（桃山学院大学） 

2  農業部門の排出課徴金の現実：オランダの経験から 
 ○西澤栄一郎（法政大学）・大村道明（東北大学） 
 討論者：李秀　（名城大学） 

3  フランス提案型EU域外炭素税導入の政策評価 ―米国と中国を対象とした分析― 
 ○鄭雨宗（慶應義塾大学） 
 討論者：李態妍（龍谷大学） 

4  韓国の排出賦課金および環境改善負担金の政策効果に関する分析 
 ○李態妍（龍谷大学）・朴勝俊（京都産業大学） 
 討論者：諸富徹（京都大学） 
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国際資源循環　�会場 
座長：寺西俊一（一橋大学） 
1  2004年の中国政府による日本からの廃プラスチック輸入禁止措置の法的分析 ―地方自治体による国際環境条約の国内的実現に着目して― 
 ○鶴田順（海上保安大学校） 
 討論者：寺園淳（(独)国立環境研究所） 

2  資源性の定量的な評価と国際資源循環の再検討 
 ○村上進亮（東京大学）・白波瀬朋子（(独)国立環境研究所）・寺園淳（(独)国立環境研究所） 
 討論者：寺西俊一（一橋大学） 

3  適正な国際資源循環に資する廃棄物データベースの構築の課題 
 ○佐々木創（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング環境・エネルギー部研究員） 
 討論者：村上進亮（東京大学） 

4  廃棄物・資源管理関連法政策の日中韓比較に関する基礎的考察 
 ○高橋若菜（宇都宮大学）・横田勇（静岡県立大学）・岡山朋子（名古屋大学）・柳下正治（上智大学） 
 討論者：鶴田順（海上保安大学校） 

5  国際的な循環型社会形成に係る経済分析 ―日本と台湾におけるパソコンリサイクルシステムの比較研究― 
 ○赤石秀之（法政大学） 
 討論者：吉田綾（(独)国立環境研究所） 
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廃棄物政策の計量評価　�会場 
座長：細田衛士（慶應義塾大学） 
1  レジ袋削減のための経済的手法の効果分析 
 ○大久保良彦（日本電産）・島田幸司（立命館大学） 
 討論者：碓井健寛（創価大学） 

2  廃棄物処理費用のパネルデータ分析 
 ○碓井健寛（創価大学） 
 討論者：島根哲哉（東京工業大学） 

3  レジ袋有料化政策による消費者行動の変化予測 
 ○吉田友美（神戸大学）・竹内憲司（神戸大学）・石川雅紀（神戸大学） 
 討論者：吉田謙太郎（筑波大学） 

4  東京都23区における土壌汚染対策の現状 
 ○佐藤克春（一橋大学） 
 討論者：畑明郎（大阪市立大学） 

5  インフォーマル・セクターを考慮した補助金政策の効果 
 ○南部和香（明治大学） 
 討論者：細田衛士（慶應義塾大学） 
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農業・食料　�会場 
座長：川島博之（東京大学） 
1  IPCC 排出シナリオ（SRES）にもとづいた世界の食料および農地必要量の長期推計 
 ○棟居洋介（東京工業大学）・増井利彦（(独)国立環境研究所） 

 討論者：川島博之（東京大学） 
2  Climate Change and Alternative Cropping Patterns in Lower Seyhan Irrigation Project:  
 　A Regional Simulation Analysis with MRI-GCM and CCSR-GCM 
 ○梅津千恵子（総合地球環境学研究所） 

 討論者：棟居洋介（東京工業大学） 
3  人口と食料生産（環境･資源の制約） 
 ○大浦裕一郎（東京大学）・川島博之（東京大学） 

 討論者：高橋義文（北星学園大学） 
4  Some lessons from agricultural damage in racoon problems, Hokkaido, Japan: Invasive species management in two-patch environments 
 小谷浩示（横浜国立大学）・○石井宏昌（横浜国立大学）・松田裕之（横浜国立大学） 
 討論者：梅津千恵子（総合地球環境学研究所） 

���



��

技術　�会場 
座長：松本茂（青山学院大学） 
1  Energy Price-Induced and Exogenous Technological Change:  
　 Assessing the Economic and Environmental Outcomes 
 ○馬奈木俊介（横浜国立大学）・Surender Kumar（TERI University） 
 討論者：松本茂（青山学院大学） 

2  日本の環境イノベーションと規制に関する実証分析 
 ○八木迪幸（横浜国立大学）・馬奈木俊介（横浜国立大学） 
 討論者：鎗目雅（東京大学） 

3  グローバル情報コモンズを通じたサステイナビリティ・イノベーションの創出：その可能性と課題 
 ○鎗目雅（東京大学） 
 討論者：高橋卓也（滋賀県立大学） 

4  環境関連技術革新の促進要因を探る ―特許登録件数による計量分析― 
 ○高橋卓也（滋賀県立大学） 
 討論者：馬奈木俊介（横浜国立大学） 

5  環境配慮型技術における誘発技術革新の可能性：日本での実証的研究 
 ○渡辺聡（名古屋大学） 
 討論者：鷲田豊明（上智大学） 
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持続可能性指標　�会場 
座長：我妻伸彦（立命館大学） 
1  「持続可能な発展」指標の社会的インパクト 
 ○野上裕生（日本貿易振興機構アジア経済研究所） 
 討論者：原嶋洋平（拓殖大学） 

2  持続可能な社会厚生指標「人間満足度尺度（HSM＝Human Satisfaction Measure）」の 
 　6カテゴリーのAHP法にもとづく重みづけ調査の結果と分析 
 ○大橋照枝（麗澤大学）・木俣信行（鳥取環境大学） 
 討論者：古沢広祐（国学院大学） 

3  GDPと経済実態との懸け離れ ～持続可能な経済発展と環境保護の視点から見るＧＤＰの問題点～  
 ○張珂（松山大学） 
 討論者：我妻伸彦（立命館大学） 

4  「持続可能な発展」指標の将来推計方法に関するシミュレーション研究 
 　－Genuine SavingとWealthを対象として－ 
 ○時松宏治（(独)産業技術総合研究所）・小杉隆信（立命館大学）・井伊亮太（パシフィックコンサルタンツ）・ 
 黒沢厚志（エネルギー総合工学研究所）・伊坪徳宏（(独)産業技術総合研究所））・ 
 坂上雅治（日本福祉大学）・八木田浩史（(独)産業技術総合研究所） 
 討論者：大沼あゆみ（慶應義塾大学） 
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環境ビジネス　�会場 
座長：仲上健一（立命館大学） 
1  都市における上下水道事業の構造改革と新たなビジネス・モデルの構築に関する研究 
 ○山岸裕（東洋大学） 
 討論者：仁連孝昭（滋賀県立大学） 

2  エコ事業所認定制度による企業（小売店）の環境配慮行動の評価 
 小田淳子（吉備国際大学）・○相澤康紀（吉備国際大学） 

 討論者：在間敬子（京都産業大学） 
3  滋賀県における環境ビジネスの展開の可能性に関する研究 
 ○楊海鯤（滋賀県立大学）・仁連孝昭（滋賀県立大学）・高橋卓也（滋賀県立大学）・志賀文昭（（株）しがぎん経済文化センター） 
 討論者：仲上健一（立命館大学） 
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5  日本、韓国、中国における単純化したグリーンGDPと環境クズネッツ曲線 
 ○増田信彦（富山大学） 
 討論者：時政勗（広島修道大学） 

6  Analysis of Sustainability Scores in China’s Provinces 
 ○上須道徳（大阪大学）・ヤバルヘルムト（大阪大学）・原圭史郎（大阪大学） 
 討論者：佐々木健吾（京都大学） 

環境経済理論3　�会場 
座長：岡敏弘（福井県立大学） 
1  環境クズネッツ曲線仮説の再検討 ―ノンパラメトリック手法を用いて― 
 ○鶴見哲也（横浜国立大学）・馬奈木俊介（横浜国立大学）・日引聡（(独)国立環境研究所） 
 討論者：田島夏与（立教大学） 

2  A common-pool resource problem with amenity value and extraction cost：A dynamic analysis 
 ○塚原伸也（京都大学） 
 討論者：原田禎夫（大阪商業大学） 

3  Optimal Programs on Invasive Species Management under Growth Uncertainty and Measurement Error 
 ○小谷浩示（横浜国立大学）・柿中真（国際大学）・松田裕之（横浜国立大学） 
 討論者：岡敏弘（福井県立大学） 

4  本質的自然資本概念の再検討 
 ○篭橋一輝（京都大学） 
 討論者：渡邉正英（大阪経済大学） 

5  環境政策、イノベーションと持続的成長 
 ○諸賀加奈（九州大学） 
 討論者：中田実（滋賀大学） 
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地域－公害　�会場 
座長：青柳みどり（（独）国立環境研究所） 
1  四日市公害における「解決」過程の問題点と環境再生の課題 
 ○除本理史（東京経済大学） 
 討論者：大島堅一（立命館大学） 

2  今日における公害健康被害の救済と政策的課題 ―四日市公害事件を事例に 
 ○尾崎寛直（東京経済大学） 
 討論者：青柳みどり（(独)国立環境研究所） 

3  GISを用いた川崎における公害病死亡者の分布図作成による地域環境政策の検討 
 ○香川雄一（滋賀県立大学） 
 討論者：上野健太（京都大学） 

4  公害防止協定締結における政治的要因 
 ○市原純（（財）地球環境戦略研究機関気候政策プロジェクト） 

 討論者：浜本光紹（獨協大学） 
5  1958年・本州製紙江戸川工場事件(浦安漁民事件)の政治経済学的考察 
 ○寺尾忠能（アジア経済研究所） 
 討論者：除本理史（東京経済大学） 
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アジア・途上国2　�会場 
座長：井村秀文（名古屋大学） 
1  インドネシア環境管理政策と国際協力 ―環境政策立案プロセスモデルによるPDCAサイクル稼動にむけた効用―  
 ○山下哲平（広島大学）・大野敦（神戸国際大学） 
 討論者：森晶寿（京都大学） 

2  企業環境情報格付け制度への国際支援：インドネシア・フィリピン及び中国の事例 
 ○森晶寿（京都大学） 
 討論者：大塚健司（アジア経済研究所） 
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3  途上国における環境政策の実施能力とは何か？ ―インドネシアの水質汚濁対策を中心に― 
 ○松岡俊二（早稲田大学） 
 討論者：柳下正治（上智大学） 

4  タイを事例とした住民参加型環境援助に関する一考察 
 ○礪波亜希（日本学術振興会特別研究員（京都大学）） 
 討論者：井村秀文（名古屋大学） 

費用効果　�会場 
座長：竹内憲司（神戸大学） 
1  PRTR制度による自主規制促進効果のミクロ経済学的分析 
 ○三輪紀人（野村総合研究所） 
 討論者：岸本充生（(独)産業技術総合研究所） 

2  三重県産業廃棄物税による産廃最終処分量削減効果の分析 
 ○山下英俊（一橋大学）・除本理史（東京経済大学） 
 討論者：笹尾俊明（岩手大学） 

3  自主的取組は費用効果的か？ ―揮発性有機化合物（VOCs）の場合  
 ○岸本充生（(独)産業技術総合研究所） 
 討論者：山下英俊（一橋大学） 

4  一般廃棄物処理事業における費用効率性の確率的フロンティア分析 
 ○坪田建明（京都大学） 
 討論者：笹尾俊明（岩手大学） 
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グラウンド 

正　門 
Main Gate

琵琶湖 
彦根城 

彦根城中濠 
彦根駅 

直行バス 

路線バス 
滋賀大口 

Shigadaiguchi Bus Stop

〒522-8522 彦根市馬場1丁目1-1　TEL0749-27-1030（代表） 

会　場  滋賀大学彦根キャンパス（経済学部） 

大学構内、分科会各会場のご案内 

校舎棟経済学部玄関 
大会受付 

大学生協食堂 
昼食会場 

経済学部講堂 
公開シンポジウム会場 

校舎棟 
分科会会場 

5、6番各講義室（1階） 
14、15番各講義室（2階） 

校舎棟 
分科会会場 

3、4番各講義室（1階） 
9、10、11、 
12、13番各講義室（2階） 

第二校舎棟 
分科会会場 

21、22番各講義室（1階） 
23番講義室（2階） 
24番講義室（3階） 

周辺地図、交通のご案内 
◆JR東海道本線（JR琵琶湖線）　彦根駅下車（新快速停車） 
　直行バスで9分（徒歩約20分、タクシー約5分） 

直行バス運行 

◆米原駅西口よりタクシー利用の場合 約20分 
◆名神彦根インターより　道なりに 約10分 

新幹線米原駅（毎時1本ひかり号停車）にて 
JR琵琶湖線に乗り換え（1駅5分） 

東京・名古屋方面から 

米原駅にてJR琵琶湖線に乗り換え 
福井・金沢方面から 

新幹線京都駅にてJR琵琶湖線新快速電車に乗り換え 
九州・四国・山陽方面から 

新大阪駅までリムジンバス利用 
新大阪駅にて在来線米原方面行き新快速電車に乗り換え 

伊丹空港から 

京都駅まで特急はるか号利用 
京都駅にてJR琵琶湖線新快速電車に乗り換え 

関西空港から 

当日は、休日ですが、直行バスを特別ダイヤにて運行致します。バスの時刻に
つきましては、直前に学会HPにて公開いたしますので、各自ご確認ください。 
彦根駅前バス乗り場5番 

彦根駅 

彦根IC

近江鉄道 

JR東海道本線 

新幹線 

琵琶湖 

湖岸道路 
彦根 

プリンスホテル 

彦根城 
中
濠 

芹
川 

内
濠 

彦根港 

名神高速道路 至 米原JCT至 大津 

至 

米
原
・
名
古
屋 

至 

大
津
・
京
都 

至 

米
原 

至 

大
津
・
京
都 

滋賀大学 
彦根キャンパス 

船　町 

古沢町 

松原橋 

外　町 

306

8
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（経済経営研究所・学会サポート窓口） 
����������������  ����������������　 

（学会当日実行委員会連絡先） 
����������������

〒522-8522 滋賀県彦根市馬場1丁目1番1号 

滋賀大学経済学部  只友景士研究室 
��	
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大  会  事  務  局 

環境経済・政策学会2007年滋賀大会 
実行委員会 

中村　正久（滋賀大学） 
鷲田　豊明（上智大学） 
梅澤　直樹（滋賀大学） 
和田　佳之（滋賀大学） 
中野　　桂（滋賀大学） 
中田　　実（滋賀大学） 
藤栄　　剛（滋賀大学） 
只友　景士（滋賀大学） 

 
プログラム委員会 

新澤　秀則（兵庫県立大学） 
植田　和弘（京都大学） 
高村ゆかり（龍谷大学） 
諸富　　徹（京都大学） 
大島　堅一（立命館大学） 
只友　景士（滋賀大学） 

 
報告受付システム作成と運営 

栗山　浩一（早稲田大学） 


