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Visions
研究・教育を通じた持続可能な発展の進展/ 

Advance sustainable development through 
research and teaching on:
 環境破壊や環境悪化をもたらす社会経済メカニ
ズムの論理的解明/ Analyze economic and 
institutional mechanisms that cause 
environmental degradation

 持続可能な発展の観点からの政策・制度の経済
分析・評価/ Economic analysis and 
evaluation of policies and institutions for 
sustainable development



研究領域/ Publication (1)
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研究領域/ Publication (2)
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研究領域/ Publication (3)
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研究領域まとめ/ Research Focus
環境経済・政策学を基礎とする広領域/ 

Broader field in environmental economics and 
policy studies, including:
–エネルギーシステムの転換の政治経済学/ 

Political economy of energy system 
transformation

– 東アジアの経済発展と環境・エネルギー
政策・ガバナンス/ Economic development, 
energy and environmental policy and 
governance in East Asia

– 国際環境援助と気候変動資金メカニズム
/ Environmental and climate aid and funding

– 環境財政改革/ Environmental fiscal reform
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学生/ Students (1)
• 分野在学生

• 博士課程： 9名
• 修士課程： 4名
• 研究生他： 2名
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学生/ Students (2)
_ 主体的に考え行動/ Positive 

thinking
– リーダーシップ志向/ Take a leadership
– 協力者を見いだし一緒に進める/ Alliance and 

collaboration
– 難局を乗り切る忍耐力/ Fortitude toward 

tough challenge

_ 批評的思考/ Critical thinking
– リサーチクエスチョンや仮説を立てる/ Come 

up with research questions and hypothesis
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インターンシップ/ Internship

学生の希望に添ったマッチング/
demand driven
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就職/ Future Jobs
• 博士卒業生/ Doctors

• 大学/ University (7)
• 研究所/ Research Institute (2) 
• 政府機関/ Ministry (1)

• 修士卒業生/ Masters
• コンサルタント・民間研究所/ Consultants & 

Research institute (13)
• 製造業/ Manufacturing company (9)
• 市役所/ Municipalities (2)
• 博士課程/ Doctor (10)
• 中央省庁・政府機関/ Ministry /Govt Institutes (3)
• 金融機関/ Financial institution (3)
• ….
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学位論文/ Thesis
• 博士論文

• 蔡 佩宜『多基準分析の適用可能性に関する研究−水
資源管理計画を事例として』2014年

• 稲澤 泉『持続可能な交通に向けた施策の受容性』
2014年

• 金 小暎, Economic Analysis of EPR Policy in South 
Korea, 2015

• その他12編，合計15編

• 修士論文
• 57編（2003-16年度）

• うち2編が国際公共経済学会の最優秀修士論文賞
受賞，7編が学術雑誌・書籍で公表
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卒業生/ Graduates
• 加藤貴義（2006年修士卒業）

• インターン研修：バイエルン応用環境技術研究所

• 修士論文：環境管理会計導入に関する分析枠組み
の構築と適用 －(株)島津製作所の事例を中心に
－

• 就職先：三菱UFJリサーチ&コンサルティ
ング→経済協力開発機構（OECD）

• 伊尾木智子（2014年修士卒業）

• インターン研修：JETROドュッセルドルフ事務所

• 修士論文：産業連関分析を用いた地熱利用の経

済的可能性に関する研究（国際公共経済学会
2014年最優秀修士論文賞）

• 就職先： JETRO
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基本文献/ Basic Readings
• A. Mori et al,

Lecture on 
Environmental 
Economics, 
2008

• Partha 
Dasgupta, 
Economics: A 
Short 
Introduction, 
2008

• E. Barbier, A. 
Markandya, A 
New Blueprint 
for a Green 
Economy, 
2012

• SEEPS, Basic 
Knowledge on 
Environmental 
Economics 
and policy, 
2006
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