
I.は じめに

富山大学においては,主 に非経済学部の低学年生を

対象とする教育教養科目として 『経済 ・経営データを

読む』(2単 位)が ある。この科 目は経済学部教員の

担当により複数開講され,経 済学入門レベルの基礎知

識を用いて経済統計データを読んで国民経済,地 域経

済や企業経営などの仕組みを理解することがこの科目

の共通目標となつている。無論,担 当教員の専門性の

違い,つ まり各専門分野の知識により共通目標達成ヘ

のアプローチや授業内容は,担 当教員によつて異なる。

われわれは,こ の共通目標の達成を目指しつつ,次

の3点 を強調して,環 境勘定の基礎教育を授業に取 り

入れる試みを行つている
1)。

第 1に ,現 代的経済 。経営の仕組みにおいては, 自

然環境問題と人間生活問題を切 り離しては理解できな

い側面が強まっていること。

第2に ,共 通目標を達成するには 15回 の説明型授

業では困難であり,受 講生の放課後の時間と自主性を

生かす必要があること。

第 3は ,理 工系の学生が比較的に強味 している数

学 ・計算能力と論理的分析の能力を動員して,受 講生

の能動性を生かすことである。

本稿は中間報告として,環 境勘定の基礎教育の試み

について,2007年 度と2008年 度の授業実践を報告す

る。

Ⅱ.シ ラバスー日標,計 画と進め方一

'前述した問題認識に基づいて,授 業の概要,達 成目

標,授 業計画および進め方は下記のようである。

1.授 業概要

授業概要は,環境,循 環と構造をキーヮードに新し
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い視点で経済 ・経営を観察することを強調するために,

2007年 度と2008年 度とも,次 の通リシラバスに示 し

た6

新しい世紀の基本的特徴の一つは,経 済社会が 「人

間と自然との共生」に向けて変容 ・転換 していくこと

です。つまり,新 世紀の経済社会は,産 業構造,消 費

構造,そ して地域構造の高度化に起因して形成してき

た悪循環的再生産構造を脱却し,調 和型循環社会へと

向かうと考えられる。本講義では,人 間 ・経済 ・自然

を含む循環社会の視座に立って,い ろいろなデータ分

析を通じて,循 環社会の仕組み,そ の悪循環的側面と

調和的側面をオ巴握してもらいたい。

2.授 業目標

達成目標について,2007年 度は 「人間と環境をも

含む循環社会 ・共生社会の視座に立って, 自分を取 り

巻く経済のあり方とあるべき姿を新たにみるのは本講

義の目的です。」と設定 した。それに対 して,2008年

度は,「本講義の目的は人間と環境をも含む循環社

会 ・共生社会の視座に立って, 自分を取 り巻 く経済の

あり方とあるべき姿を新たにみることである。主要な

達成目標は下記の 4点 です。 1.環 境に配慮する経

済 。経営の側面を知ること。2.環 境 。経済勘定の基

本原理と基本手法を知ること。3.イ ンターネットを

活用したデータを収集できること。4.Excelを 活用

したデータ簡単な処理,分 析手法を身につけること。」

と改訂 した。2007年度と較べると,強 調文字に示 し

たように授業目標をさらに具体化し,明 確に設定した。

同時に,理 工系の受講者の特性を重視 していることを

強調した。

3.授 業計画

この授業目標を達成するための授業計画 (表1を参

照)に ついて,2008年 度は,授 業概要に提示された

授業内容を基本的視′点,ミ クロ,中 間構造,マ クロ,
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表 1 授業計画の設計

国際という5つのレベルで展開することを明確にし,

各レベルの授業内容に環境勘定の基礎知識を導入する

ことにした。

講義の基本な視点として,① 循環社会の仕組みの説

明に日本の物質循環フローの内容を導入した。循環社

会に関するミクロ次元の理解として,② 自然の循環と

環境問題,③ 人間の循環と環境欲望,④ 経済の循環と

環境経営 (2008年度に追加)な どの説明に,そ れぞ

れ炭素文明の化学反応式,消 費者のエコライフスタイ

ルと環境家計簿,生 産者の社会的責任と環境会計を導

入した。

循環社会に関する中間システム次元の理解として,

⑤悪循環社会とその構造的要因,⑥ 調和型循環社会と

環境産業をポイントに授業内容を構成した。さらに,

環境産業拡大と産業構造の変動とペテイー=ク ラーク

法則の再検証,産 業連関構造の変容と環境分析用産業

連関表についての理解を設けている。

循環社会に関するマクロ次元の理解として,⑦ 国民

経済勘定システムを説明したうえで,環 境 。経済統合

環境システムとその導入状況を紹介した。また,循 環

社会に関する国際次元の理解として,③ 悪循環社会の

国際的展開と国際的共同脱却の内容に悪循環の国際的

共同脱却 :環境技術移転と京都メカニズム ・CDMの

進展についての統計的把握を行った。

4.授 業の進め方

授業はインターネットとエクセルを活用し,環 境家

計簿と環境会計,環 境産業拡大による産業構造転換と

環境分析用産業連関表,環 境経済統合勘定などをテー

マに 「①基礎知識の解説→②ポイントの解説→③資料

とデータの紹介→④宿題の完成→⑤ポイントの展開的

紹介」と進行する。具体的に授業内容に応じて,授 業

の進め方は, 3つの授業タイプごとに,次 のように設

計した。

(1)基 礎知識説明重視型 :①基礎知識の解説→②イ

ンターネット利用による資料とデータの紹介

(2)ポ イント解説重視型 :①基礎知識の解説→②

ポイントの解説→③インターネットなどの利用に

よるポイントの進展の紹介

(3)デ ータ分析重視型 :基礎知識の解説→ポイント

の解説→インターネット利用による資料とデータ

の紹介→宿題 ・データ収集分析→インターネット

などの利用によるポイントの進展の紹介

Ⅲ.基 礎 知 識 説 明重 視 型 の授 業

「基礎知識説明重視型」で進める講義内容として

①循環社会の視座,② 自然の循環と環境問題,C悪 循

環の国際的共同脱却 (表1を参照)が ある。

1。 「循環社会の視座」・「物質フロー」

「循環社会の視座」・「物質フロー」の講義 1図1を

参照)に おいては,次 のことが授業の狙いであるこ第

1に , 自然再生産過程,経 済再生産過程と人間再生産

過程から構成された循環社会の基本的循環構造 およ

びそれらの再生産過程の内部と外部に循環している要

素を把握すること。第2に ,経 済を知るには必要な,

生産,生 産手段,消 費,消 費手段.消 費力 ‐自然人口,

消費需要),労 働力 (労働人口 失業 雇用)な どの

概念を理解すること。第3に  循環社会の環境側面を

知るために,必 要な自然消費手段 1生活資源), 自然

生産手段 (生産資源),消 費過程廃棄 (一般廃棄物)

と生産過程廃棄 (産業廃棄物:な どを理解することで

ある。

その循環と要素の理解のために,イ ンターネットを

利用して,環 境省が公表している 『環境白書』と 『循

環型社会白書』から近年の日本における物質プロー図

とそのデータに示された循環関係を解読した2)。

大会報告

会務報告

辮

…

‐ 瞭 環境勘定基礎知識のポイント

基本的視点 ①循環社会 1コ マ 自然 。経済 。人間の循環と物質循環フロー

ミクロ的視点

②自然の循環と環境問題 1コ マ 炭素消費と文明の反応式

③人間の循環と環境欲望 3コ マ 循環社会における消費者と環境家計簿

④経済の循環と環境経営 2コ マ 経済主体の社会的責任と企業環境会計

構造的視点
⑤悪循環社会の構造的要因 2コ マ 産業構造変動とペティー=ク ラーク法則の再検証

⑥調和型循環社会と環境産業 3コ マ 産業連関構造の変容と環境分析用産業連関表

マクロ的視点 ⑦国民経済勘定システム 2コ マ 環境 。経済統合環境システム

国際的視点 ③悪循環の国際的共同脱却 1コ マ 環境技術移転と京都メカニズム `CDMの 進展
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2.「 自然循環 と環境問題」。「文明反応式」

「自然循環と環境問題」・「文明反応式」の講義 (図

2を 参照)で は,循 環社会の歴史的転換を,人 間社会

と自然循環の関係から原始的調和型,伝 統的非調和型,

現代的非調和型および未来的調和型の4つ に分け,そ

れに伴って環境問題の多様化と深刻化を災害型,農 村

型,者S市型,地 域型,地 球型の5つ に分類,整 理して

理解することが授業の主旨である。

火の発明から人間社会の炭素文明をバイオマス ・薪,

石炭,石 油,天 然ガス, さらにバイオマスヘの転換傾

向と化石依存から原子力への転換傾向を考察 して,エ

ネルギー資源,人 間安全保障,地 球環境問題の原因物

質の傾1面から文明反応式循環社会のあり方との相関性

を認識する際には,エ ネルギー構造と二酸化炭素の排

出のデータを関連ホTム ページ3)か
ら検索 して利用

した。なお,化 石燃料 (炭素含有率 ?%)を 1ト ン燃

やした場合,二 酸化炭素が何 トン排出されるかを授業

中の設間として計算させた。

3。 「悪循環共同脱却」。「CDM」

「悪循環共同脱却」・「CDM」 の授業内容 (図3を 参

照)は ,そ れぞれ非市場原理,市 場原理と準市場原理

によつて行われる環境保全をめぐる国際的取組みにつ

いての整理となっていた。特にCDM4)の 原理とその

中日間の協力進展に関連したインターネット情報を利

用して展開した。

Ⅳ.ポ イント解説重視型の授業

「ポイント解説重視型」で進める講義内容としては,

④経済の循環と環境経営と⑦国民経済勘定システムと

いう2つのメインテーマ (表1を参照)を 設定した。

l。 「環境経営」。「環境会計」

この授業における基礎知識の解説は 「循環社会→市

場 ・企業→利潤 ・社会的責任→環境意識→経営活動→

エコ経営」という流れで展開される。その上でエコ経

営の一環として進められている環境会計の仕組み (図

4の (左)を 参照)は 環境勘定のポイントとして重点

的に解説することにする。さらにエコ経営に関して,

インターネット利用による環境会計導入の目標と実績

の紹介,環 境マネジメント・IS014001取得と関連取

り組みの状況の紹介,産 業界の自己評価の紹介 (図4

の (右)を 参照)を 行った5)。

2.「 国民経済勘定」。「環境経済統合勘定」

この授業における基礎知識の解説は 「価値と経済価

値→ 3次 元価値観→環境価値評価→ GDPと その問題

点」を軸に進められる。この理解に基づいて導入する

環境勘定のポイントは 「人間開発指数」の概念と 「環

境経済統合勘定」の基本的原理についての解釈 (図5

を参照)で ある。インターネットなどの利用によるポ

イントの進展の紹介は,人 間開発報告書 (UNDP)6)

と環境経済統合勘定試算 (1970～95)7)について行うな

V.デ ー タ分析重視型の授業

「データ分析重視型」で進める講義内容としては,

③人間の循環と環境欲望,⑤ と⑥悪循環社会とその産

業構造的要因,調 和型循環社会と環境産業という3つ

のメインテーマ (表1を参照)が 設定されている。

1。 「エコ消費」。「環境家計簿」

ここでは,循 環社会に関する基礎知識としては,

「循環社会→人間→欲望→環境意識→消費活動→エコ

消費」など概念が解説される。環境勘定のポイントの

解説はエコ消費の環境勘定 :環境家計簿についての説

明となる。その後,イ ンターネット利用による資料と

データの紹介としては,環 境大福帳
8),環

境家計簿簡

易版
9)などを取り上げた。宿題として,受 講者に①

自分の日常生活について1カ月分の記帳,② その結果

についての分析と改善策,③ もう1カ月分の記帳,④

改善策の効果についての分析を行つてもらい,そ の結

果を提出させた (図6を参照)。

最後に,宿 題について講評を行い,受 講者に家庭生

活の循環社会の繋がりについて考えさせた。

2。 「産業構造変動」。「環境分析用産業連関表」

⑤と⑥の授業を通じて,「エコ消費 ・エコ経営→環

境産業→産業分類→産業構造変動→産業連関変容 (図

7を参11)」などの概念を説明し,そ れを理解するた

めに,① 産業構造の変動曲線の作成と②2部 門モデル

について
10,投

入産出係数,単 純な産業連関分析の計

算は宿題として受講者に行わせた。

次に,環 境産業と産業構造変動と環境分析用産業連

関表をポイントとする環境勘定知識などを解説した。

さらに,イ ンターネットの案内と配布資料などをつう

じてポイントの進展について産業連関表の作成とその

応用,環 境分析用産業連関表の開発の成果と環境産業

531



図 1 循環社会の仕組み (左)と 日本の物質フロー (右)

職:建出m、 水,。地 trあるた0-ヨ ネ9失=くなる。

凛‖:■壇4

図2 循環社会 ・環境問題の変化 (左)と 文明反応式の展開 (右)

①

図3 国際的環境取り組みの基本原理 (左)と 日中間 CDM(右 )

図4 環境会計 (左)と 環境マネジメント (右)

日本批准 ′2007年 7月 17日 公表
196件 :CDM183件 ′」‖3件

ホスト国・中国:CDM55件

中国批准 ′2007年 7月 13日 公表
601件 :CDM601件

投資国。日本:CDM66件

「循環社会→市場・企業→利潤・社会的責任
→環境意識→経営活動→エコ経営」の解説

「環境マネジメント→→:S014001規 格
→IS01 4001取 得実績→環境報告書
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人間開発指数計算

図5 三次元価値と新しい勘定指標

環境産業の増設による産業連関構造の変容

呻

表2 受講者数の変化

表 3

図6 エコ消費と環境家計簿

『循環社会→人間→欲望→環境意識→消費活
コ消費

「環境家計簿仕組→家庭晟iS01 4000
→エコ消費の推進事倒J

図 7

項目(単位) 使用数量XC02排 出係数
〓C02排 出量

金額

電気 (Kwh) X036= (k●〕 円

都市ガス(m3) X21= (kg) 円

LPガ ス (m3) ×63=   (kg) 円

水道  (m3) X058=   (kg) 円

灯油  (m3) ×2.5= (kq) 円

ガソリン(L) X23= (k●) 円

合 ll (kg) 円
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成績評価の結果

年度 人数 A(80～ 100) B(70～ 79) C (60～70) F(0～ 59)

2007 58 35人 (60.3%) 4人 (6.9%) 4人 (6.9%) 15′人 (25.9%)

2008 383 99人   (25.9%) 91人 (23.8%) 139人 (26.3%) 54人 (14.1%)
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部門を増設した産業連関表の可能性を紹介 した1り
。

Ⅵ.終 わりに

受講状況 (表2を 参照)に ついては2007年度は履

修登録者数58人で,そ の内,理 学部 17人,工 学部36

人,人 文系 5人 である。それに対 して2008年度は履

修登録者数が 383人で,内 訳が理学部 124人,工 学部

259人 +人 文系 0人 となっていた。

この結果から次の変化傾向が見える。①理工受講者

数が激増 した。②非理工受講者数がそもそも比率的少

なく, さらに激減した。③高学年の理工受講者数が比

例に増加 した。つまり,開 講の時間割的要因 (曜日,

限目など)の 影響があるかもしれないが,本 講義のシ

ラバス,授 業進行,出 題 ・宿題など面における理工系

学生向けの意図が十分に対象者に伝えられ,効 果的で

あると考えられる。

成績評価は,両 年度とも 「出席状況に30点。宿題

提出と完成度に70点 (=環境家計簿 15× 2点 十産業

構造 20点 +産 業連関20点)」という同基準で行った。

その結果は表3の 通 りである。

この結果をみれば,不 合格率は両年度とも適合の範

囲だと言えるが,2007年 度の25.9%から,2008年 度は

141Q%へ と11.8%下がつている。この変化には,前

述した受講状況の人文系受講者の減少が主に寄与して

いると考えられる。一方,A評 価の割合は2007年度

の603%か ら2008年度の25.9%へと344%の 大幅に低

下している。これは受講者の総人数の激増によって授

業効果が低下したと推測される。

以上の受講状況と成績状況を総合に考えると,理 工

系の低学年にとつては,本 授業の目標,授 業計画,お

よび出題 ・宿題などには興味が引き起こされる要素が

十分にあると判断できる。また,教 学的作業を伴う授

業進行の方法は効果的であったもしかしながら, これ

らの効果を上げるには,受 講者の数的な限度があろう。

二年間の試みを総合に分析すると,今 後の課題とし

ては次の三点が上げられる。

①学生の負担の視点から, 4課 題, 8回 提出での講

義進行が適当である。「環境会計」の宿題化 と

「LCA」 の導入も意味があり,可 能であると考え

られる。しかし,負 担の面から制限されよう。

②教員の負担の視点から,受 講者数 150～ 200人以

内が適当である。定員制の導入を検討すべきであ

る。

③ Excelの更なる活用とテキスト作りによる授業の

シンポジウ今    1   言言:言言:き

効率化が次期の目標となる。

④非経済系かつ非理工系 (経済系以外の文科系)の

低学年を対象とする授業設計も重要な課題である。

垂謹華華=:||||||
1)こ の科目は龍の担当であるが,授 業計画の立案,教 育効

果の研究は二人で協力して行っている。

2)物 質フローに関する内容は,平 成12年度まで 『環境自書』

に,平 成 13年度から平成 18年度までは 『循環型社会白

書』に,そ して平成19年度から両白書の合体版である

『環境 ・循環型社会白書』に整理されている。

環境省 HP:

http://www envgojp/policy/hakusyo/

3)地 球温暖化とその原因物質の排出については 『環境白書』

5)

に纏められたデータ :

http://www envgojp/policy/hakusyo/h19/htm1/珂070301

01 html#亀1_1

日本を事例にみるエネルギー構造とフローについては,

エネルギー庁のHP:

http://vァ、vw enecho_me」 gOjp/topics/hakusho/2006Energ

yHT～lL/htrn1/121XmXl htrnl

を利用する。

京都議定書に創設される 地球温暖化原因物質排出量削

減目標の実現メカニズム (京都メカニズムとも呼ばれる)

の 1つ ,途 上国と先進国の協力体制であるクリーン発展

メカニズムのことである3

京都メカニズム情報プラットフォーム :

http://www kyomechaorg hdex html

環境会計ガイドライン :

http1//www env gojp pres Ele_、‐ie、‐php?serial=6396&h

ou id=5722

富士通 HP:

http:/石pl』itSu com/about csr eco mな agementaccounti

n3/2004 html

環境経営学会 ・環境経営格付機構 HP:

httpノ/www smrijp/frarnepagelltln

国連開発計画 (UNDP)東 京事務所 HP:

httpノ/w"w undp orip/hdr global[3)7 hdexshtml

経済企画庁経済研究所 HP:

http://www5 cao gojp.′98 g l∝8)714g ecol html

環境省 HP:

http://www env gojp polcl‐inrOba′045 html

松下電器 HP:

httpノ/panasonic cojp eco le kakeibo/index html

提示したデータは次の通 :]である。

世界統計 :

httpノ/www stat_gojp data seka/index htm

各国 GDP(1人 あた |ク :

http://wwwstatgojp data′sek」/zuhyou/0303 xls

経済活動別 GDP構 成比 :

http://wwwstatgojp data/sekd/zuhyou/0306 xls

経済産業省 HP:

http://wwwmetlgojp/staistics/

大会報告

会務報告

4)

6)

7)

8)
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