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授業の目標（Course Objectives） 

標準的な環境経済理論はミクロ・マクロ経済学を中心とする現代経済理論をベースとしている。一方で、現在世界で（あるいは日

本で）取り上げられている多様で複雑な環境問題を振り返ったとき、環境経済理論には課題も多い。では、環境経済理論は多様

で複雑な環境問題にこれからどのように向き合うべきか。こうした問題意識のもと、本講義では、基礎的な現代経済理論の知識

を前提としたうえで、下記の内容を中心に学んでいく。 

 

①経済学・経済思想の系譜において環境問題がどのように捉えられてきたのかを学ぶ。 

②環境問題が経済学・経済思想の考え方に突き付けている課題について考える。 

 

Standard environmental economics is based on modern economics such as micro and macro economics. On the other hand, the 

environmental economics have some problems from the point of  view that environmental problems have diverse and complex 

character. Then, what is the problems of the environmental economics? We will focus on the following two points and try to 

answer that question. 

 

1. How have the environmental problems been understood within the history of economics and economic thought? 

2. What are the questions that  economics and economic thought is asked by environmental problems? 

 

授業の内容（Course Contents） 

テキストの輪読・発表・ディスカッションを中心に進める。使用テキストは国内外で広く読まれている文献の中から、参加者と相談

の上で選ぶ。その際のキーワードはおおよそ以下のものを想定している。 

 

  ・環境経済学 

 ・外部不経済 

 ・社会的費用  

 ・市場の失敗、政府の失敗  

  ・エコロジー経済学 

 ・社会的共通資本 

 ・コモンズ 

  ・素材と体制（＋中間システム） 

 ・プラネタリーバウンダリー 

 ・環境経済と地域経済 

  ・環境思想と経済思想 

 

In this class, there are main three tasks, leading textbook, presentation of individual study topics, and discussion about that.  

We will choose the textbook with students, considering about the following keywords; 

 

・Environmental Economics 

・External Diseconomy 

・Social Costs 

・Market Failure and Government Failure 

・Ecological Economics 

・Social Common Capital 

・Commons 

・The relationship between value in use and value in exchange (and Intermediate System） 

・Planetary Boundaries 

・Environmental Economy and Regional Economy 

・Environmental Thought and Economic Thought 

 



授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. グループ分け、報告資料・レポートの作成方法など① 

3. 輪読・ディスカッション① 

4. 輪読・ディスカッション② 

5. 輪読・ディスカッション③ 

6. 輪読・ディスカッション④ 

7. 輪読・ディスカッション⑤ 

8. 輪読・ディスカッション⑥ 

9. 輪読・ディスカッション⑦ 

10. 輪読・ディスカッション⑧ 

11. 輪読・ディスカッション⑨ 

12. レポート中間発表① 

13. レポート中間発表② 

14. 春学期のまとめ 

15. オリエンテーション 

16.  グループ分け、報告資料・レポートの作成方法など② 

17. 輪読・ディスカッション⑩ 

18. 輪読・ディスカッション⑪ 

19. 輪読・ディスカッション⑫ 

20. 輪読・ディスカッション⑬ 

21. 輪読・ディスカッション⑭ 

22. 輪読・ディスカッション⑮ 

23. 輪読・ディスカッション⑯ 

24. レポート最終発表① 

25. レポート最終発表② 

26. レポート最終発表③ 

27. レポート最終発表④ 

28. 秋学期のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表、ディスカッションの準備 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表(30%)/議論への参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業にてアナウンスします。 

 

参考文献（Readings） 

授業にてアナウンスします。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 


