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【概要】 

１．齊藤 修助教 （11：00～11：40 質疑応答含む） 

 

「アジア地域における自然共生込みの持続可能な社会デザインに向けた研究 

－バイオマス利活用を介した環境・社会・人間システムの相互連関に着目して－」 

バイオマス利用はカーボンニュートラルである

ことから，有効な温暖化対策のひとつとして，

導入が急速に進められている。しかし，その持

続可能性に関して，環境・社会・人間の各シス

テムへの影響やシステム間相互のつながりを

考慮した評価はまだ不十分である。例えば今

日，バイオ燃料増産による食糧価格の高騰が

様々な社会経済影響を世界的に引き起こして

いるが，これはバイオマス利用拡大に伴うネ

ガティブな影響の評価が十分でなかったこと

が関係している。こうした多面的な評価をマネジメント手法の一部として開発し，それを組み込んだ

技術導入と制度設計を進めることが，持続可能な社会デザインには必要である。本報告では，バ

イオマス利用を対象とした持続可能性の評価手法開発に関して，これまでの研究成果を紹介する。

報告の前半では，エコロジカルフットプリント指標を用いた燃料用バイオエタノールの導入による影

響の相互連関評価について示し，後半では，将来的の人口減少により大幅な余剰発生が想定さ

れるゴルフ場をバイオマス利用や自然再生という新たな目的を付与して再編成した場合のリスク

便益，トレードオフ関係について評価を試みた結果を示す。 

 

Toward designing a sustainable society coupled with ecosystem conservation in Asia 
－ Inter-linkage of environmental, human and social systems through biomass 
utilization － 
Biomass utilization is growing rapidly worldwide as an effective measure of carbon 
reduction because using biomass is considered as carbon neutral. However, 
sustainability assessment of biomass utilization has not fully taken into account impacts 



on environmental, social and human systems, and interrelations between the systems. 
The production expansion of biofuel, for example, has caused high food prices globally, 
and this is because the negative impacts associated with the biofuel production increase 
were not adequately evaluated. In order to design a more sustainable society, we need to 
develop a multi-facet sustainability assessment as well as technology R&D and 
institutional design. In this presentation, I introduce the latest outcome of my research 
regarding sustainability assessment. The first half of my presentation describes the 
interlinkage assessment of bioethanol production and trade, using the ecological 
footprint indicator. In the second half, I show some interim results of the risk-benefit 
analysis on the restructuring options of the redundant golf courses in Japan. 
 

２．座主 祥伸助教 （11：50～12：30 質疑応答含む） 
「国際条約を経済学で考える：『法と経済

学』の一紹介」 

現代の経済学は、市場制度を考察する一分

野だけではなく、社会の仕組みを考察する

（分析する）ためのひとつの道具を提供する

ものでもあると言えます。そのため伝統等的

な分野（財政学・金融論等）だけではなく、多

くの社会制度・現象を説明するために、経済

学は応用されています（「医療の経済学」

「教育の経済学」等）。 

 私が専攻する「法と経済学」と呼ばれる分

野もそのひとつです。「法と経済学」とは、法律や法制度を経済学（主にミクロ経済学やゲーム理

論）を用いてその分析を行う分野です。経済学の分野では、応用経済学に入り、法学の分野では

基礎法学に分類されます。この分野は、北米を中心に発展していますが、日本では残念ながらま

だまだマイナーな分野です。その理由の一つには、法と経済学は単なる経済学の応用分野であっ

て、法学ではないというものがあります。 

 経済学と法学との垣根を橋渡しする一つの試みとして、私は現在、法学研究者との共同研究を

行っています。本報告では、私自身にとっては初めての法学研究者との共同研究である、航空機

等のファイナンスに関するある国際条約に関する経済分析を紹介します。 

 

Economic Analysis of an International Treaty: An Introduction of Law and Economics 
Modern economics is not only considering the market mechanism but also providing a 
tool to analyze social systems or structures. Economics is applied to many fields, from 
traditional ones, for example public finance and finance, to new ones, which includes 



health economics and economics of education and so on. 
Law and Economics is one of the fields, and is the discipline to analyze legal rules and 
institutions by using microeconomics or game theory. I am afraind that law and 
economics is still a minor subject. One of the reason is that law and economics is 
considered to be just a field of applied economics rahter than legal studies by lawyer. 
 I have an attempt to bridge a gap between economcis and law, and I recently have 
advanced collaborative researches with a lawyer. In this talk, I introduce the joint work 
of an international convention on aircraft financing. 


