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         環境問題に関心がある皆様へ（No.56）  

―植田 和弘教授退職記念公開シンポジュウムよりー 

 

                                   BCC 送信(山田 利春） 

  3 月 8 日、京都大学百周年時計台記念館において、植田 和弘教授退職記念公開シンポ

ジュウムが主催：京大経済学研究科、後援：環境経済・政策学会で開催されました。9

時 30 分からスタートしたシンポジュウムは 5 つのセッションに分かれ、午後 5 時 30 分

まで続きましたが、33 年間に渡る植田先生の幅広い学際的研究に驚かされた次第です。

5 つのセッションは、 

①「中国の環境問題と環境政策」、②「持続可能な発展の理論」、③「循環社会と廃棄物・

リサイクル」、④「地方財政と環境・文化」、⑤「環境政策手法とエネルギー政策」、です。 

学恩のあるたくさんの若い先生方が、植田先生との関りや指導・助言を受けたことを

発表されましたが、そのうち③、⑤について報告いたします。 

 

私は 2006~2008 年に先生のご指導を受けました。また、豊島の汚染土壌大津市への

搬入問題では、 WTO の

国際入札で決 まってい

た汚染土壌大 津市搬入

に関して、解 決の道筋

を示して頂き、 最終的に

止めることが できまし

た。昨年過労 で倒れら

れたと聞き、 しかも私

と同じ脳卒中 であると

聞き、そのつ らさがわ

かるだけに、 

一日も早い回復を念願する次第です。 

 

「循環社会と廃棄物・リサイクル」座長：小野隆弘（長崎大学） 

 小野座長より植田先生が金属工学から出発したとの紹介があり、同じ金属学を学んで、現在オース

トリヤの国立大学で研究活動をしている喜多川先生からの書簡を話されました。 

 

「社会金属学」から「廃棄物とリサイクルの経済学」へ：喜多川 進（山梨大学） 

【初期の業績】社会金属学： ■『社会金属学の提唱』（共著、1981 年）  

■『金属利用の社会的評価に基づくリサイクル計画に関する基礎的研究－鉛を中心として』（大阪

大学 博士論文,1983 年）鉛の利用と廃棄物構造の変化を明らかにし、社会的費用の発生機構を

明らかにする。⇒社会工学的アプローチ。 

【京大経研移動後の業績】：経済学的分析の比重が大きくなる。 
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 ■「廃棄物リサイクル計画の経済性」（84 年）,「技術進歩と廃棄物政策」（84 年）,「金属利用

の経済的評価とリサイクル計画：社会金属学」（84 年）,「アメリカの有害廃棄物政策―RCRA

と Superfund」（86 年）,「ごみ減量化と経済的手段：ごみ処理有料化をめぐって」（90 年） 

  以上の業績が、『廃棄物とリサイクルの経済学』（1992 年）へと結実。 

  →喜多川は金属工学を学び、鉄鋼会社の研究所で勤務していた。たまたま刊行後間もない同書を

手に取り、衝撃を受けた。廃棄物と経済学が結びついていることに新鮮さと可能性を覚えた。生

産・流通・消費・廃棄のあり方から大量廃棄社会の構造を読み解くという姿勢が興味深かった。 

【まとめ】 

 ■植田先生：廃棄物政策研究者だが、それにとどまらない幅広い視点。「環境政策史」への理解者 

日本の「公害研究」の重要性を認識。 

 ■拙者『環境政策詩論―ドイツ容器包装廃棄物政策の展望』への植田先生からの宿題に、これから

どのように答えるか。 

 

１．「ごみ有料化と拡大生産者責任の環境経済学」：山川肇（京都府立大学） 

（１）はじめに：植田 和弘（1992）「廃棄物とリサイクルの経済学 大量廃棄社会は変えられるか」、

有斐閣が研究の出発点で、（1997）『環境政策の経済学 理論と現実』、日本評論社の「第 11 章 ゴ

ミ有料化」で、植田先生とのごみ有料化に関する共同研究が始まったとの事。 

（２）ごみ処理サービスの経済的特性とごみ有料化： 

ごみ処理サービスの経済学的特性①：ごみを無料で集め、処理する理由、ごみ処理サービスの経済

学的特性②：ごみの変化（生ごみ中心）、量的増加（無料で収集処理していることが、これを促し

た側面も）、政府の失敗：ごみ処理に対する過大投資⇒減量化手段としてのごみ有料化、ごみ処理

サービスの経済学的特性③：省略。植田先生との共同研究は 2004 年頃まで続き、1 つの問題をク

リアすると、また 1 つレベルの高い問題を提起されたそうです。 

 

ごみ有料化の留意点 

 ■ 限界削減費用の低いごみ減量手段を市民に提供することが重要。⇒補助金、容器包装材の事業者

引き取りの義務付け、生活圏内での回収センターの設置、等 

 ■ 回収物の再生利用を促進する仕組みも必要 

 ■ 減量のための「物的なインフラストラクチャー」と「制度的なインフラストラクチャー」の両者

の整備が必要 

 ■ 公共政策に求められること⇒自ら整備するだけでなく、実施主体や費用負担ルールなど、社会経

済システムの全体像をデザインすること 

 ■ その一環に位置付けられて初めて、有料化はその効果を発揮できる可能性が出てくる。 

（３）拡大生産者責任と循環型社会：省略 

（４）おわりに：◆ごみの無料収集とごみ有料化を理論的に検討するための経済学理論的基盤の整理 

  ◆有料化単独ではなく、ごみ処理の実施主体や費用負担ルールなど、社会経済システム全体の中 

で位置づける必要性の指摘 ◆大量廃棄社会の構造としての分断型社会論と、それを克服する

原理としての EPR の提示➡循環型社会形成の経済学理論的基盤の構築  
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２「植田先生に招待された廃棄物とリサイクルの経済学」：横尾英史(国立環境研究所) 

（１）自己紹介：（国研）国立環境研究所、資源循環・廃棄物研究センター 国際資源循環研究室 研

究員 環境経済評価連携研究グループ（兼務） JICA アドバイザー、経済産業研究所研究員、

早稲田大学招喚研究員、 

（２）私が国環研・循環センターの環境経済学者となった経緯： 

   ◆中学時代：「地球温暖化問題」に関心を持つ。 

   ◆高校時代：環境学を学ぶならココ！ 文系のトップが「京大経済学部 植田和弘」だった。 

   ◆京都大学経済学部入学：2002 年、学部２回生より植田ゼミに所属。2004 年植田先生の全著

作・論文をチェック。植田先生の初期の研究課題が「廃棄物とリサイクルの経済学」である

ことを知る。 

   ◆大学院 環境経済学（植田）ゼミ 2003 年、2005 年修士課程、2007 年博士課程進学。リ

ユースのミクロ経済学理論の研究、後に、Yokoo(2010)として公刊。 

（３）「廃棄物とリサイクルの経済学」の研究展望： 

   ◆発展途上国の「廃棄物とリサイクルの経済学」（フィリピンのごみの山で働く人の時間選好

と転職の研究、ベトナムの利他性・公平感と資源ごみ分別行動の研究） 

   ◆行動経済学の知見を取り入れた廃棄物管理・リサイクル政策 

   ◆ランダム化比較試行（RCT）などのフィールド実験による政策評価が、今後の研究展望。 

 

３「植田先生に導いて頂いたデポジット制度の環境経済学」：沼田大輔(福島大学) 

 （１）自己紹介：1997 年 4 月～2002 年 3 月神戸大学経済学部、2002 年 4 月～2007 年 3 月神戸

大学大学院経済学研究科、2007 年 4 月～現在：福島大学経済経営学類准教授、主に環境経

済学を担当、主な研究・教育テーマ：★廃棄物、★使用済み容器などの回収を促す社会シス

テムの在り方、★デポジット制度、★大学生と森林の関わりのあり方、★廃棄物・森林・地

域活性化に関するアクティブラーニングつくり。 

 （２）植田先生との関り：『環境経済学への招待』『廃棄物とリサイクルの経済学』を学部生の時読

み、環境・廃棄物への関心が具体化した。また、先生が書かれた『環境経済学』が神戸大学

経済学研究科で 4 日間の集中講義があり、卒業論文につながった。『環境政策の経済学』 

    の第 10 章に、植田先生による、「デポジット制度」の記述がある。 

 （３）植田先生の（1996）『環境経済学』岩波書店、植田先生ほか編『環境政策の経済学』日本評

論社を、デポジット制度の視点で見直す。デポジット制度は飲料容器の缶や瓶で行われてい

ることがほとんどで（空ビール瓶をもっていくとお金が返ってくる）、購入時デポジット分だ

け製品の価格が上昇するので需要が減少するのではないかということが議論となる。 

    危険有害物の拡散防止に効果がある（自動車用鉛のバッテリー）、使用済み蛍光灯の回収。 

 （４）植田先生に導いていただいたことを、今後どう進め、発展させていくか： 

    ◆現地調査等による現実の情報収集をしっかり   ◆社会実験による新たな知見の検索 

    ◆現実や社会実験等からの知見を、理論的・実証的に頑健にして、新たな知見を得る 

    ◆対象の拡大（危険有害物など）    ◆オープンに受入、ネットワークを活用、発信 

    ◆日本への提言（店頭回収など。回収からの接近） 

    ◆世界への提言（諸外国のごみに回収からの接近） 
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「環境政策手法とエネルギー政策」座長：諸富 徹（京都大学） 

 座長：このセッションはエネルギーと気候変動を取り上げ、3人の先生方の発表を聞き、その後デ

ィスカッション入る。植田先生は 3.11の震災後、再生可能エネルギーに力を注がれ、固定価格

買い取り制度で中心的役割を果たされた。直近までマスコミ等にも登壇されて活躍してこられた。 

 

１．グリーンイノベーションへのまなざし―環境政策と技術革新の経済分析を中心に―： 

浜本 光昭（獨協大学） 大学院時代にご指導をいただいた者です。 

■環境と技術革新の経済分析；過去と現在 〈環境政策が技術革新（イノベーション）にどのよう

な影響を及ぼすか〉1990年代半ばまでの研究の状況：★理論研究・・・各政策手段（直接規制・

環境税・排出権取引）の技術革新インセンティブに関する比較分析。★実証研究は限定的 ☆公

害防止技術・環境技術分野の日本の先進性がこれまで強調されてきた。⇒日本の公害防止技術の

開発・普及に関する実証分析の必要性 ☆早くから環境政策と技術革新の関係について強い関心

を持たれていた植田教授の主導の下、日本企業の公害対策に関する聞き取り調査を実施 

 

 ■「ポーター仮説がもたらしたもの： ■環境経済・政策研究におけるイノベーション分析の進展 

■マイケル・ポーターによる「言説」から 20 年： ■グリーン・イノベーションをいかに促すか：

■日本の公害経験から得られる教訓：〈日本で実施された公害対策からどのような教訓が得られる  

か〉 ・テクノロジーに関して（植田 和弘著(2013)『緑のエネルギー原論』岩波書店） 

☆日本の公害対策・・・緊急避難的に実施された 

  ⇒既存の生産工程の端末で汚染物質を処理する「エンド・オブ・パイプ・テクノロジー」が中心 

  ☆低炭素社会の構築など、環境に係る今日的問題を解決に導くには、個別の汚染源の末端で汚染

除去というやり方は限界がある。 

  ⇒汚染物質や廃棄物の発生そのものを抑制するような技術体系への転換が必要 

  ☆「クリーナープロダクション（生産そのものが環境に調和した技術）という概念の登場 

 ■今後の研究展望： 

  ・環境・エネルギー分野で研究開発に取り組む技術者・研究者の活動実態に関する調査・分析の

必要性 

  ⇒インセンティブ要因を明らかにし、どのような政策措置や制度を整備すべきかを考察 

  ・グリーン・イノベーションの促進に向けた環境政策統合の検討 

  ☆ある政策統合が、効率性・衡平性・環境効果に関して、短期・中長期の観点でどのような効果

をもたらすかを考察 

  ⇒想定される複数の政策統合について分析 その結果を提示し、どの案を選択すべきかについて 

   国民的議論を喚起 

 

２．日本のエネルギー・温暖化政策 その現状と課題：高村 ゆかり（名古屋大学） 

 ■ 植田先生との出会いと接点：学会、特に環境経済・政策学会を通じて－特に、The Third World 

Congress of Environmental and Resource Economics (2006年 7月・京都)の開催、他 

■ 温暖化の「コスト」 

－スターン・レビュー（Stern Review on the Economics of Change）(2006年) 

－Cost of inaction (対策をしないことによるコスト) 

  －温暖化対策の「便益」・震災後のエネルギー転換の経済評価の視角に 

■ 震災後のエネルギー政策と温暖化政策： 

 ・福島第一原子力発電所事故がもたらした深刻な被害と原発の安全性への懸念「震災前に描いて 
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いたエネルギー戦略は白紙から見直し、原発依存度を可能な限り低減する。ここが、エネルギー

政策を再構築するための出発点である」（エネルギー基本計画、2014） 

 ・電力供給体制の脆弱性の露呈 －広域的な系統運用の課題 －地域分散型エネルギーシステムの

有効性の認識 

 ・ 原発停止の結果、化石燃料依存が一層高まる － 発電の 90％を火力発電に依存する現状は、 

①エネルギー安全保障、②温暖化対策、③燃料費負担の観点からも持続可能ではない。 

 ・温暖化対策と原子力発電（原子力発電に向き合ってこなかった） 

 ■ 再生可能エネルギー導入の現状： 

 ・ 2012年 7月から開始した再生可能エネルギー固定価格買い取り制度（FIT）によるこれまでに

ない飛躍的に導入の拡大 －日本の RPS制度の課題 

 ・ 「あてにならない」電源？ －2016年 5月 4日、九州電力エリアの電力需給、日電力量におけ

る再エネ比率 38％、13時に需要の 66％を太陽光と風力がまかなう。・・・以下省略 

 

３．『廃棄物とリサイクルの経済学』から『緑のエネルギー原論』へ：寺西 俊一(帝京大学

教授・一橋大学名誉教授) 

（１） 植田和弘教授との 30数年にわたる学問的な交流と協働： 

  ＊1980年 7月：寺西、一橋大学経済学部専任講師（「環境経済論」担当）に着任。 

  ＊1981年 6月：植田、京都大学経済研究所助手（「環境経済部門」）に着任。・・・スタートはほ

ぼ同じ時期だったが、寺西の 3倍ぐらいの歩幅で業績を上げていった。100年に 1人出るかど

うかの悦材ではないか。 

  ＊1991年 9月：植田、寺西ほか共著『環境経済学』（有斐閣ブックス）刊行。 

  ＊1995年 12月：「環境経済・政策学会」発足シンポジュウム。 

  ＊2012年 4月～2016年 3月：日本学術振興会東日本大震災学術調査（環境経済班） 

（２） 植田和弘教の研究歴と主な単著： 

  ＊1983年：大阪大学から工学博士号取得。（学位論文：『金属利用の社会的評価に基づくリサイ

クル計画に関する基礎的研究－鉛を中心にして－』）。 

  ＊1997年：京都大学から博士（経済学）取得。（学位論文：『廃棄物制御の財政理論』） 

 〈主な単著〉（ほかに、共著、編著、監修書などは多数にのぼる。） 

・『廃棄物とリサイクルの経済学―大量廃棄物社会は変えられるか』有斐閣、1992年。 

  ・『リサイクル社会への途』自治体研究者。   ・『環境経済学』岩波書店、1996年。 

  ・『環境経済学への招待』丸善出版、1998年   ・『環境と経済を考える』岩波書店、1998年 

  ・『緑のエネルギー原論』岩波書店、2013年  

（３）植田和弘教授に学ぶ点： 

  ＊国内外の現実動向と学問動向を鋭敏にとらえ、たえず先見的に問題提起。 

  ＊幅広い学識をベースに、学際的・国際的な研究の組織者としての活躍。 

  ＊多彩な学問的後継者を育成してきた優れた教育者。 

 

座長：グループデスカッションに移ります。こちらからの設問になるが、エネルギー問題に戻し

て、パリ協定後の温室効果ガスのドラスチックな削減と原発依存の低減がある。リーマンショ

ック前の温暖化問題では、原発を正面化から捉えてこなかったというご意見は同感だ。鳩山政

権時代に原発の大増設が予定されていた。これからの課題として、化石燃料から脱却し、原発

に依存しないという狭い道を切り開いていかなければならない。これから先のエネルギー社会

をどうやって構築したらよいのか、先生方それぞれのご意見をお伺いしたい。 ⇒省略 
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植田和弘教授退職に際してのメッセージ 

宮本 憲一（大阪市立大学名誉教授）： 

植田先生、長きに渡りご苦労様でした。私は 70年代に大阪大学へ環境工学科の講義に行った。社

会資本論の講義で、その時、大学院生の植田君に会った。彼は 1984年池上先生のご指示で財政学を

担当することになった。私は三重県で公害論をやっており、環境に深く入っていったが、素晴らしい

後輩が居たと思った。一緒に仕事をしたと思った。 

1982年 12月地方財政研究所設立。私が理事長で植田君が事務局長になった。地方財政の国際比較

や日本の地方財政を世界に紹介した。約 10年、50回の研究会、10回のシンポジュウムを開いた。

そのころバブルが発生し、土地が急上昇した。土地税制はどうあるべきか、2人で台湾に調査にいっ

た。植田先生は財政学を自力で勉強。日本地方財政学会の設立、私が代表、事務局長に植田先生。 

1995年環境経済学会設立。どう作るか、植田先生はリサイクルから入っていったが、物質代謝・

生態系など政策領域は広い。学際的且つ創造的視野で地域のアメニティも考えているが、環境経済学

の最後の、最大の目的は、環境教育だと思っているのではないか。植田先生の教えを受けた人は、社

会の環境の意識を変えるため尽力してほしい。 

 

池上 惇（京都大学名誉教授）： 

 植田先生が来た時の主任教授をしていた池上です。植田先生が来て経済学部はよくなった。当時は

こんな（今の様な）雰囲気ではなかった。私の研究室を見るなり、「何という貧弱な研究室ですか」、

「何を指導されているのですか」と言われたが、これが経済学部の状態だと話したら、「わかりました」、

「お引き受けしましょう」ということになった。 

文献をそろえ、自立した研究者を育ててほしい。私はすべての研究者に責任を持てと言われていた。

大変なことだが、植田君なら大丈夫と思った。人柄がいい。カドミュウムを垂れ流した当の責任者を

見ている。現場に行き市民と共にあった。それでこそ研究者は育つ。すごい研究者になるなと思った。

わが身を捨ててでも人のために尽くす。現場に行けば時間を取られる。最後に過労で倒れた。 

経済力は明治以来、政府に集中させてきたが、コミュニティ社会の中で農業は滅びない。巨大な金

融経済にはない新しい経済が芽生えている。植田先生はその現場を知っている。地域社会の現実を考

察して、現在の経済を数量で予測する経済。情報公開を活用経済学などをもってすれば、必ず巨悪は

セーブできる。彼は声がたいへんらしいが、耳が聞こえる。奥様がついているから安心だ。  

 

特別メッセージ：（奥様）、本日は、夫の退官にあたりこのような会を模様していただき、大変ありが

とうございました。夫が 45年を過ごさせてもらった大学で最初は工学部に入り、バトミントンなど

もしていた。宮本先生は私たちの結婚につながった。「社会は動脈だけでなく静脈もある。恐れ多いが

宮本先生のような研究をして、大きな志をもって社会に貢献したい」。このように語っていました。こ

のような会で、最終講義ができないことを本当に悔しがっていました。これは明日のエネルギーにな

ります。キャンパスを離れますが、本日はほんとうにありがとうございました。 盛大な白書 

 

植田先生からのメッセージ：（代読）、本日は遠方よりお越しいただき、誠にありがとうございます。

平日にもかかわらず、多くの方々にお集まり頂き、大変ありがたくうれしく感じます。京都大学に着

任してからの 35年間はあっという間でしたが、皆様と共に様々な局面でご一緒できたことは、私に

とりましてかけがえのない経験でした。皆様のさらなるご発展をお祈りするとともに、今後ともよろ

しくお願い申し上げます。   植田和弘 2017年 3月 8日  

 

閉会の挨拶：諸富 徹                            文責：山田 利春 


