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『金融政策の「誤解」 ―― “壮大な実験”の成果と限界』が決定しました。
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環境分析用産業連関表
朝倉 啓一郎 著
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中村 政男 著
中野 諭 著
篠崎 美貴 著
鷲津 明由 著
吉岡 完治 著

「我々の生活が環境負荷にどのように影響を及ぼしているのか」を周到
に実証分析し、その情報を広くに提供できる基礎資料として作成された
データ集。環境問題を考察するうえでの必須資料。
本書は、ISO14040で設定されている分析の一つに利用できるものです。
研究者のみならず、企業関係者の基礎資料として活用されます。 
◎情報を更新した『環境分析用産業連関表とその応用』が刊行されまし
た。詳しくはこちらへ

序章 環境分析用産業連関表

第１章 環境分析用産業連関表の作成
１ はじめに
２ 1995年環境分析用産業連関表の構成
３ 1995年環境分析用産業連関表の推計方法
４ 推計された表の結果
５ おわりに

第２章 生産誘発によるCO2排出量
１ はじめに
２ 生産誘発CO2排出量の推計方法
３ 推計結果
４ おわりに

第３章 環境家計簿作成のためのCO2排出点数表
１ はじめに ……
つづきを読む

 著者略歴は書籍刊行時のものを表示しています。
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一橋大学経済研究所助手

早見 均［はやみ・ひとし］
慶應義塾大学産業研究所助教授
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