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要旨
本研究では、幸福度指標の今後の検討に資するため、持続可能性に関する指標につい
て、国内外の最新の動向を把握・整理するとともに、それらを踏まえ、我が国の幸福度
指標群における持続可能性面の指標についての提案を行った。
提案の内容や推計例は、概要以下のとおりである。

第１節

分析結果の要点

（１）指標の射程
指標が捉えるべき持続可能性の範囲は、基本的には、世代間衡平性や世代内衡平性を
柱とする狭義の持続可能性の概念を中心とすべきである。また、日本社会の持続可能性
を測る指標を中心に構成しつつも、可能な限りで、地球規模の持続可能性への影響を測
る指標も検討すべきである。
（２）統合指標と個別指標群
指標の形式としては、統合指標の課題を個別指標で補完する「ハイブリッド型指標」
か、もしくは、統合指標は用いずに複数の個別指標で持続可能性を把握する「ダッシュ
ボード型指標」のどちらかを選択すべきである。シャドウプライスの扱い、資本間の代
替性不可能性や生態系の臨界性の問題など、統合指標に関係する様々な課題を踏まえれ
ば、統合指標だけを単一指標として持続可能性を評価することは望ましくない。
（３）統合指標としての包括的富指標の独自推計
本研究では、統合指標の一例として、日本の包括的富の推計を行った。ただし、今回
の推計は自然資本が中心で、製造資本や人的資本は基本的に国連の包括的富報告書を踏
襲した。自然資本としては、具体的には、鉱物資源、エネルギー資源、森林、農地、漁
業資源の富の価値を算出した。
１．推計手法上の改良
推計手法としては、主に以下の点を改良した。
・ 統計が存在する限りは、国際的なデータではなく、国内の実態をより適確に表す
国内統計を用いた。
・ 金属については、地下資源だけでなく、地上資源の価値を富として算入するため
の考え方について、検討の方向性を整理した。
・ 再生可能エネルギーを富に組み入れる試みの一つとして、導入可能量や価格や費
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用に関する現在利用可能なデータを用いて、参考的な価値の推計を行った。
・ 可能な限り、漁業資源についても再生可能性を反映した推計を行った。
・ 森林については、木材や非木材森林資源価値と並んで、炭素吸収・貯蔵サービス
を森林の富の価値として計上した。
・ シャドウプライスとして、可能な限り、環境・経済統合勘定中核枠組み（SEEA-CF）
で推奨される「残存価額法」で導出される資源レントを用いた。その上で、デー
タの利用可能性や妥当性に応じて「純現在価値」
（Net Present Value: NPV）ア
プローチを適用した。
・ シャドウプライスは、期間中の平均値で固定することを前提とせず、構造的な価
値の変化があると思われる場合は各年の価格を用い、景気変動などによる短期的
な市場の変動の影響によると考えられる場合は平均値で固定するなど、個別の状
況に応じて柔軟に判断した。
２．推計結果と考察
・ UNU-IHDP and UNEP (2012)の自然資本が期間中微増で推移しているのに対し、
本研究のそれは 1990 年代後半以降減少している。これは農地と森林資源の価値の
減少によるところが多い。農地の富としての価値は、農産物価格の低下や生産量
の減少、耕作放棄や宅地等への転用による耕地面積の減少を原因として一貫して
減少している。森林の富としての価値のうち、木材については、外国産材との価
格競争や木造住宅着工数の減少等に伴う木材需要の停滞、非木材森林資源につい
ては輸入製品の流通増加に伴う国内生産の減少が寄与しているものと思われる。
・ その結果、UNU-IHDP and UNEP (2012)においては、計測対象となった 20 カ
国のうち、日本は、自然資本を増加させながら同時に包括的富の増加を達成した
唯一の国であったが、こうした状況は否定される。
・ これらの違いは、主には、UNU-IHDP and UNEP (2012)が期間中のシャドウプ
ライスを固定しているのに対し、本研究では、短期的な市場の変動のみによると
考えられる場合を除き、シャドウプライスも変化させることを基本としたためで
ある。乱伐や乱獲による資源枯渇が懸念されるような状況においては、物理的な
変化のみに焦点を当てることは適切と考えられるが、現在の日本においては、漁
業資源などを除けば、物量上の変化よりも、むしろ、社会的価値の変化の方が富
の変動の要因として大きい場合があり、その点を考慮しなければ、包括的富指標
が目指すポートフォリオ・マネジメントの観点からも、有益な視座が得られにく
いものと考えられる。
・ 個別の論点としては、森林については、木材資源や非木材森林資源としての価値
が低下する中で、炭素吸収・貯蔵サービスの相対的割合が増えており、今回推計
に含めなかった他の生態系サービスも考慮すると、今後は一層、木材供給以外の
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目的にも貢献する森林管理が求められる。
・ また、再生可能エネルギーについては、単年度の価値だけでみても、日本の自然
資本の価値の６割に相当する価値を生み出す潜在性を持っている。
（４）個別指標の提案
１．個別指標の構造
指標の数値を改善することが、狭義の持続可能性の実現、すなわち世代間衡平性や世
代内衡平性の確保につながることが受け手に理解しやすいように、個別の指標を選択肢、
それらを分類・配置することが適切である。
本研究では、OECD グリーン成長指標などの構造を参考に、自然資本と人工資本の
相互関係を中心に、総体として日本の持続可能性に貢献するような指標体系として、
（A）
「自然資本の状態」指標群と（B）「資源消費と資源効率」指標群を、さらに、日本国
内の状況が地球規模の持続可能性与える影響を測る指標体系として、
（C）
「地球規模の
持続可能性への影響」指標群を選択した。
全体の構図は以下の通りである。
個別指標の全体像
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２．個別指標の候補
各個別指標群に属する指標の候補はそれぞれ以下の通りである。
ただし、すなわち、持続可能性面の指標として重要度が特に高いものを「主要指標」
として分類した上で、重要度は劣るものの、選択肢の一つとして検討に値するものを「補
助指標」として挙げる。
（※）表記：

◎・・・主要指標の案、

◯・・・補助指標の案

（A）「自然資本の状態」指標群
a）地上金属資源（都市鉱山）
◯地下資源の“可採埋蔵量”に当たる地上の金属
資源の量

b）再生可能エネルギー
◯再生可能エネルギーの導入可能量

各省庁による再生可能エネルギーの導入
ポテンシャル調査

c）生物多様性
◎脊椎動物、昆虫、維管束植物の各分類群におけ
る評価対象種数に対する絶滅のおそれのある種

環境省・絶滅危惧種情報（レッドリスト）

数の割合（暫定）

d）森林
◎保安林面積

林野庁業務資料

◯間伐の実施状況

林野庁業務資料

◎炭素吸収量

森林 1ha が 1 年間に吸収する炭素量（全樹
種平均）（森林総合研究所）、総森林面積
（林野庁）より推計

◯森林認証の普及状況

森林管理協議会(FSC)、「緑の循環」認証

（森林管理協議会(FSC)や「緑の循環」認証会議

会議(SGEC)

(SGEC)の認証件数）

e）漁業資源
◎周辺水域の漁業資源における資源評価

（独）水産総合研究センター「我が国周辺

（低位水準に分類される魚種・系群の資源量及び

水域の漁業資源評価」
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その推移）
◯漁業認証の普及状況

海洋管理協議会(MSC)、マリン･エコ･ラベ

（海洋管理協議会(MSC)ラベル付き製品数、マリ

ル(MEL)ジャパン

ン･エコ･ラベル(MEL)ジャパンの認証件数）

f）水資源
◎水資源賦存量

国土交通省

◯年降水量

気象庁

◎水使用量

国土交通省

（取水量ベース、生活・工業・農業）
◯生活用水使用量

国土交通省

（有効水量ベース、総量・一人一日平均）
◯工業用水使用量

国土交通省

（淡水使用量、回収率）
◎公共用水域の環境基準達成状況

環境省・公共用水域水質測定結果

（健康項目全体の達成率、生活環境項目（BOD ま
たは COD）の達成率）

（B）「資源消費と資源効率」指標群
a）物質関係
・物質消費量
◎国内物質消費量（DMC）

物質フローの模式図（環境省）および簡易

（国全体、国民一人当たり、資源分類別）
◯一次資源等価換算物質消費量（RMC）
（国全体、国民一人当たり、資源分類別）

延長産業連関表（経済産業省）等より推計
物質フローの模式図（環境省）および簡易
延長産業連関表（経済産業省）等より推計

・廃棄物排出量
◯最終処分量

一般廃棄物処理事業実態調査（環境省）、
産業廃棄物排出・処理状況調査（環境省）
等

◯ごみ排出量（総排出量、一人当たり）

一般廃棄物処理事業実態調査（環境省）等

◯産業廃棄物排出量

産業廃棄物排出・処理状況調査（環境省）
等
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・資源効率・循環利用
◎資源生産性（＝実質 GDP÷DMI）

物質フローの模式図（環境省）および簡易
延長産業連関表（経済産業省）等より推計

◎循環利用率（入り口（投入）側）

物質フローの模式図（環境省）および簡易
延長産業連関表（経済産業省）等より推計

◯循環利用率（出口（排出）側）

物質フローの模式図（環境省）および簡易
延長産業連関表（経済産業省）等より推計

◯容器包装の分別収集・再商品化の実績

容器包装リサイクル法に基づく市町村ご
との分別収集量等実績調査（環境省）等

b）エネルギー及び温室効果ガス関係
・エネルギー投入量・消費量
◎一次エネルギー国内供給（総量、ソース別）

総合エネルギー統計（経済産業省・資源エ
ネルギー庁）

◯再生可能エネルギー導入量（総量、ソース別）
◎最終エネルギー消費

総合エネルギー統計（経済産業省・資源エ

（総量、部門別、一人当たり）

ネルギー庁）

・温室効果ガス排出量
◎温室効果ガス排出量（生産ベース、総量）

日本国温室効果ガスインベントリ報告書

◯部門別二酸化炭素排出量（生産ベース、総量）

日本国温室効果ガスインベントリ報告書

◎温室効果ガス排出量（消費ベース、一人当たり） GTAP データベース等より推計（Atkinson
et al. (2012)など先行研究あり）

・エネルギー・炭素生産性
◎エネルギー生産性

総合エネルギー統計（経済産業省・資源エ
ネルギー庁）等より推計

◎炭素生産性

総合エネルギー統計（経済産業省・資源エ
ネルギー庁）等より推計
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（C）「地球規模の持続可能性への影響」指標群
a）自然資本の状態による影響
森林 1ha が 1 年間に吸収する炭素量（全樹

◎森林による炭素吸収量（再掲）

種平均）（森林総合研究所）、総森林面積
（林野庁）より推計

b）資源消費による影響
◎国内物質消費量（DMC）（再掲）

物質フローの模式図（環境省）および簡易

（国全体、国民一人当たり、資源分類別）

延長産業連関表（経済産業省）等より推計

◯一次資源等価換算物質消費量（RMC）（再掲） 物質フローの模式図（環境省）および簡易
（国全体、国民一人当たり、資源分類別）
◯バーチャル・ウォーター

延長産業連関表（経済産業省）等より推計
GTAP データベース等より推計

（輸出元国・輸入量）
◯バーチャル・ランド

GTAP データベース等より推計

（輸出元国・輸入量）
◯国際的な認証ラベルの普及状況

各認証団体公表

（海洋管理協議会（MSC）認証ラベル、FSC 森
林認証ラベル、レインフォレスト・アライア
ンス認証ラベル、国際フェアトレード認証ラ
ベルなど）

c）エネルギー消費及び温室効果ガス排出による影響
◎一次エネルギー国内供給（総量、ソース別）（再

総合エネルギー統計（経済産業省・資源エ

掲）

ネルギー庁）

◎温室効果ガス排出量（生産ベース、総量）（再

日本国温室効果ガスインベントリ報告書

掲）
◎温室効果ガス排出量（消費ベース、一人当たり） GTAP データベース等より推計（Atkinson
（再掲）

et al. (2012)など先行研究あり）
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第２節

今後の課題

本研究においては、理論や方法論上の未成熟さや、データの制約など様々な理由によ
り、十分に深めることができなかった論点がいくつかある。中でも、以下の課題につい
ては、我が国の幸福度指標の持続可能性面での在り方を考える上で、また、持続可能性
指標自体の今後を考える上でも、今後、さらなる検討を進める必要があると考えられる。
１．SEEA-CF を踏まえた環境経済・統合勘定の推計
第２章で述べたように、SEEA-CF は、2012 年 2 月に環境経済勘定に関する初の国
際基準として採択されたほか、翌年、実験的生態系勘定も国連統計委員会において報告
がなされた。SEEA 自体はあくまで国民会計だが、今後の持続可能性指標を巡る議論に
対し、概念整理やデータ提供などの面で大きな影響を与えることは間違いない。我が国
においても、これまで SEEA-1993、SEEA-2003 の公表に合わせて推計が行われてき
たが、SEEA-CF が公表されたことを受け、できるだけ早期に、国際基準に基づいた再
推計を行うことが重要と考えられる。なお、生態系勘定についても、各国政府や国際機
関の検討の動向も踏まえながら、関係省庁の連携のもと、導入に向けた検討を進めるべ
きと考えられる。
２．日本の持続可能性と地球規模の持続可能性との関係
本論でも繰り返し述べたように、指標で測る対象が日本一国の持続可能性であるのか、
それとも地球規模の持続可能性であるのかという点は、指標づくりの前提として定めな
くてはならない重要な事項である。本来、国際社会が持続可能な発展という旗印のもと
で優先的に取り組むべきは、深刻化する気候変動や生態系の破壊の影響を最も受ける、
自然資本に生活を依存する途上国の脆弱な社会層が直面する危機である。たとえ日本一
国が指標上は持続可能と判断されても、日本で消費される財の生産のために、国外の資
源利用や温室効果ガスの排出を増やし、指標の範囲の外側にいるこれらの社会層を危機
に陥れているのでは意味がない。一方で、再生可能エネルギーの普及や資源効率性の向
上を通じて環境負荷を減らせば、日本の持続可能性を高めることが地球全体の持続可能
性に直接貢献することにつながるほか、環境技術の開発や先進的な社会モデルを提示す
ることによって、各国の持続可能な社会づくりを間接的に支援することもできる。以上
を考え合わせ、本研究では、大きく分けて、ア）日本社会の持続可能を測る指標と、イ）
日本が地球規模の持続可能性に与える影響を測る指標の二つを設け、両面から持続可能
性を考えていくこととした。
しかし、本研究では、ア）とイ）との相互関係については、十分に深めることができ
なかった。特に、統合指標として提案した包括的富指標は、あくまで日本の持続可能性
を評価するための指標となるが、これと地球規模の持続可能性との関係については、国
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際的にも更なる検討が必要である。理想的には、両者を組み合せることで、ウ）日本が
地球規模の持続可能性に与える負の影響を、日本社会の持続可能性から差し引いて評価
することができる、統合的な指標体系を構築することが望ましい。
３．国際貿易の影響：生産ベース指標と消費ベース指標の検討
その際、重要な論点となるのは、本論でも詳しく論じた、国際貿易の影響である。特
に日本は、Atkinson et al (2012)が指摘しているように、UNU-IHDP and UNEP (2012)
の計測対象となった 20 カ国のうち、自然資本を増加させながら、同時に包括的富の増
加を達成した唯一の国だが、消費ベースで見ると、日本の一人当たりの資源利用量は国
内資源の採取量を大幅に上回っている。二酸化炭素排出量についても同様の点が指摘で
きる。
地球規模の持続可能性への寄与を、生産ベースで評価すべきか、あるいは消費ベース
で評価すべきかについては、指標の用途の違いなどに応じて様々な選択肢があるが、と
りわけ幸福との関係で考えた場合には、日常生活や仕事の中で直接的に利用する財やサ
ービスが地球規模の持続可能性にどのような影響を与えているのかという、消費ベース
の観点から指標を考えていくことが重要である。
また、消費ベース指標は、生産設備の効率性の改善に留まらず、資源消費や温室効果
ガス排出の絶対量そのものを抑制しながら、人々の幸福や生活水準を維持していくため
の、新しい製品やライフスタイル、さらには社会制度を構想していく上でも、重要な情
報基盤となるものと考えられる。
このような消費ベース指標の例としては、バーチャル・カーボン、エンベディッド・
カーボン、バーチャル・ウォーター、バーチャル・ランドなどの概念が提唱され、実際
に推計が行われてきているが、国際レベルでもまだ研究の蓄積が始まったばかりである。
今後は、GTAP などの国際貿易データベースを活用しながら、我が国の消費に体化され
ている資源利用や温室効果ガス排出についての推計を試みていくことが急務であると
考えられる。
４．その他の論点
その他にも、特に包括的富指標に関しては、今後、以下の点について、さらに検討を
行っていくことが望ましい。
a）炭素吸収以外の生態系サービスの価値の評価
本研究では、試論的に、森林資源の炭素吸収・貯蔵サービスの価値の推計を行ったが、
今後はそれだけでなく、水源涵養、土砂災害の防止など、幅広い生態系サービスの価値
を富の評価に含めていくことが重要である。
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b）地上資源の価値の評価
本研究では、金属の地上資源について、賦存量や埋蔵量などのストックの考え方につ
いて整理を行ったが、今後は、個別の資源についてのフィージビリティ・スタディの進
展を踏まえながら、実際に富の推計を行っていくことが必要である。
c）再生可能エネルギーの価値の評価
本研究では、試論的に、現在利用可能なデータを用いて、再生可能エネルギーの単年
度の価値と、単純にそれが永続的に続くと仮定したときの純現在価値（NPV）の価値
の評価を行った。しかし、当然のことながら、ストック（導入可能量）は技術的・制度
的・経済的な状況によって変化するほか、シャドウプライスについても、固定価格買取
制度の調達価格は年々変更されるだけでなく、再生可能エネルギーの多くは技術的にも
市場的にも未成熟であるため、制度終了後に純粋に市場で形成される価格はもちろん、
制度期間内も含め費用の動向も未確定な部分が多い。今後は、再生可能エネルギーに関
連した技術的・制度的・経済的な動向を見極めながら、さらに精度の高い価値推計を行
っていくことが重要である。
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第１章

第１節

本研究の趣旨

本研究の目的

経済社会の発展度合いを測る指標として、これまで国内外において、国内総生産
（GDP）を補完する新たな指標の開発に向けた試みがなされてきた。我が国では、
「新
成長戦略」
（平成 22 年 6 月 18 日閣議決定）において幸福度指標の整備等が掲げられた
ことを受け、平成 23 年 12 月には、内閣府に設置された「幸福度に関する研究会」が、
今後の議論・検討の出発点として、
「幸福度に関する研究会報告―幸福度指標試案―」を
取りまとめた。同試案では、主観的幸福感を上位概念として、「経済社会状況」、「心身
の健康」、「関係性」を３本柱とするとともに、別途、「持続可能性」の項目を立て、将
来世代の幸福感にも配慮した指標の方向性が打ち出された。
幸福度指標における持続可能性面の指標の在り方については、国際的な検討も現在進
められているところであり、例えば、経済協力開発機構（OECD）の“Better Life
Initiative”においては、その報告書「How’s Life? :Measuring Well-Being」にて、個人
の幸福を将来世代に継承していくための基盤としての持続可能性関連の項目を掲げて
いるが、具体的な指標化は今後の改訂に委ねられている。また、こうした指標化の前提
となる、OECD グリーン成長指標や環境・経済統合勘定（SEEA）などの続可能性指
標や環境国民会計についても、別途改訂の検討が進められている。
昨年度調査（「持続可能性指標と幸福度指標の関係性に関する調査研究」
）では、1970
年代に溯って、持続可能性指標に関する国内外の先行的な取り組みについて整理し、両
指標の関係性や統合に必要な視点について考察を行った。今年度の調査においては、幸
福度指標の今後の検討に資するため、さらに持続可能性指標に関する直近の動向を把
握・整理するとともに、それらを踏まえ、我が国の幸福度指標群における持続可能性面
の指標について、具体的な選択肢を提案する。

第２節

報告書の構成

第２章では、国際社会における持続可能性指標をめぐる動向について論じる。ここで
は特に最近の進展に焦点を絞り、グリーンエコノミー関連指標の現状、環境・経済統合
勘定の改訂動向、包括的富指標など富の会計の動向について述べる。
第３章では、指標案の全体像を論じる。具体的には、指標の射程、統合指標と個別指
標の長所・短所について論じた後で、本研究が提案する指標の全体像について述べる。
また、統合指標として包括的富指標を取り上げ、その課題について詳述した後、個別指
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標の全体の構造について論じる。
第４章では、統合指標の一例として、日本の包括的富の推計を独自に行う。ここでは、
国連の包括的富報告書の課題を踏まえ、推計で用いる手法やデータは大幅に変更する。
はじめに全体を概観した上で、鉱物資源・エネルギー資源、森林、農地、漁業資源の順
に、自然資本の価値の推計を行う。最後に、これらの推計結果から包括的富指標を算出
し、国連の包括的富報告書のそれと比較しながら検証する。
第５章では、第３章で整理した構造に従って、個別指標案に含めるべき指標案を提示
する。具体的には、「自然資本の状態」指標群、「資源消費と資源効率」指標群、「地球
規模の持続可能性への影響」指標群について、指標群ごとに構造を明らかにし、考えら
れる指標例を示す。
第 6 章は結論を述べる。
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第２章

持続可能性指標をめぐる国際動向

本章では、幸福度指標群における持続可能性面の指標について検討を行う前提として、
国際社会における持続可能性指標をめぐる動向について論じる。ただし、昨年度調査に
おいて、「ダッシュボード型指標」、「複合指数型指標」、「マクロ経済指標」、「エコロジ
カル・フットプリント」、「幸福度指標の一部としての持続可能性指標」などについて、
古くは 1970 年代に溯って概説したので、本章では、2012 年以降の主な進展に焦点を
絞って論じる。具体的には、OECD グリーン成長指標や UNEP グリーンエコノミー指
標などのグリーンエコノミー関連指標の現状、環境・経済統合勘定の改訂動向、包括的
富指標などの富の会計の動向について述べる。

第１節

グリーンエコノミー関連指標の動向

2012 年 6 月に開催された国連持続可能な開発会議（通称：リオ＋20）では、
「持続可
能な開発と貧困解消の文脈におけるグリーンエコノミー」が主要テーマの一つとして取
り上げられ、国際機関や各国政府においても、グリーンエコノミーに関連した様々なイ
ニシアティブが進展した。中でも、OECD のグリーン成長指標と UNEP のグリーンエ
コノミー指標は、指標に関する国際的な議論を牽引する上でも大きな役割を果たした。

（１）OECD：グリーン成長指標
グリーン成長指標は、OECD が 2009 年に開始した「グリーン成長戦略（Green
Growth Strategy）」の一環として開発した指標である。グリーン成長とは、「自然資
産が人類の幸福のよりどころとなる資源と環境サービスを提供し続ける状態を確保し
ながら、経済成長及び発展を促進していくこと」と定義される。OECD は、グリーン
成長を促進するため、2011 年 5 月の閣僚理事会に合わせ、包括的な戦略「グリーン成
長に向けて（Towards Green Growth）」
（OECD (2011b)）を公表した。グリーン成長
指標はその一環として公表された指標群で、グリーン成長の決定要因を特定するとと
もに、その実現に向けた政策分析や進捗評価に資する情報を提供することを目的とし
ている。
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１．指標の目的
グリーン成長指標の目的は、ア）グリーン成長の決定要因とそれらのトレードオフや
相乗効果を明らかにすること、イ）政策分析や進捗評価のために適切な情報を提供する
こと、すなわち、傾向や構造変化を観測し、さらなる分析や政策対応が必要な課題を明
らかにすること、ウ）公の議論においてグリーン成長に関する課題の輪郭を明らかにし、
政策のパフォーマンスの評価を促すことである。
２．指標の構造と内容
a）指標の構造
グリーン成長指標は、背景となる「社会経済的文脈と成長の性質」のほか、「環境・
資源生産性」
、
「自然資産ベース」
、
「環境面での生活の質」といった、経済活動と自然資
源ベースとの相互作用の各側面、さらにその両者に働きかける政策対応としての「経済
的機会と政策対応」という５つの領域に属する指標群により構成される。各領域の間に
は図 2-1 のような関係性が想定されており、それぞれの領域でのパフォーマンスが上が
ることによって、総体としてグリーン成長を促進する構図が描かれている。

図 ２-1

グリーン成長指標の構造

（出典）OECD (2011a)
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b）各領域と個別統計
A．社会経済的文脈と成長の性質
経済成長、生産性
と競争

経済成長と構造
GDP 成長と構造；純可処分所得
生産性と貿易
労働生産性；多要素生産性
貿易で加重した単位労働コスト
貿易の相対的比重：（輸出＋輸入）/GDP
インフレーションと相対価格

労働市場、教育、
所得

労働市場
労働力率と失業率
社会人口動学パターン
人口増加率、構造と密度
期待平均寿命：出生以降の健康な生活を送る年
所得不平等：ジニ係数
教育上の達成：教育水準と教育へのアクセス

B．環境・資源生産性
炭素・エネルギー

1. CO2 生産性

1.1 生産ベース CO2 生産性
GDP / エネルギー関連 CO2 排出量

生産性

1.2 需要ベース CO2 生産性
実質所得 / エネルギー関連 CO2 排出量
2. エネルギー生産性

2.1 エネルギー生産性
GDP / 一次エネルギー総供給量（TPES）
2.2 セクター別エネルギー集約度
（製造業、運輸、家計、サービス業）
2.3 再生可能エネルギー・シェア
（TPES 中シェア、電力生産量中シェア）

資源生産性

3. 物質生産性（非エネ

3.1 需要ベース物質生産性

ルギー）

実質可処分所得に関連づけ（総合指標；構成要素別の物
量）
・国内物質生産性（GDP / 国内物質消費（DMC））
—生物物質（食料、その他バイオマス）
—非生物物質（金属鉱物、産業鉱物）
3.2 廃棄物生産集約度と回復率
セクター別、GDP or VA 当り、一人当り
3.3 栄養フローとバランス（N, P）
・農業における栄養バランス（N, P）
農地面積当り、農業生産における変化

4. 水生産性

水消費量当り VA、セクター別（農業については、灌漑地 ha
当り灌漑用水）

多要素生産性

5. 環境サービスを反映した多要素生産性
（総合指標；構成要素別の貨幣量）

C．自然資産ベース
再生可能ストック

6. 淡水資源
利用可能な再生資源（地下水、表流水、国別、地域別）とそれらの取水速度
7. 森林資源
森林面積・体積；経年ストック変化
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8. 漁業資源
生物学的限界内にある魚類ストックの比率（グローバル）
非再生可能ストッ

9. 鉱物資源

ク

選別された鉱物の利用可能なストック又は埋蔵量（検討中）
：金属鉱物、産業鉱物、
化石燃料、重要原料；それらの採掘速度

生物多様性と生態

10. 土地資源

系サービス

土地被覆タイプ、土地転換、変化
自然状態から人工状態への変化とその状態
・土地利用：状態と変化
11. 土壌資源
農地その他における表土流出の度合い
・浸食クラスごとの、浸食の影響を受ける農地面積
12. 野生生物資源
・農地や森林に住む鳥の個体数の傾向、飼育鳥の傾向
・絶滅危惧種：哺乳類、鳥類、魚類、維管束植物

確認された種における割合

・豊富な種の傾向

D.

環境面での生活の質
環境面での健康及
びリスク

13. 環境による健康問題と関連リスク
（例：環境面での状況悪化によって失われた健康な人生の年数）
14. 自然又は産業によるリスクからの影響とそれによる経済損失

環境サービスとア

15. 下水処理と飲料水

15.1 下水処理を利用できる人口

メニティ

へのアクセス

15.2 安全な飲料水に持続的にアクセスできる人口

E．経済的機会と政策対応
技術とイノベーシ
ョン

16. グリーン成長にとって重要な R&D 支出
—再生可能エネルギー（エネルギー関連 R&D に占める割合）
—環境技術（全 R&D に占める割合、タイプ別）
—全ての目的のためのビジネス R&D（全 R&D に占める割合）
17. グリーン成長にとって重要な特許
特許協力条約に基づく各国の申請数に占める割合
—環境関連特許と全ての目的のための特許
—環境関連特許の構造
18. 全てのセクターにおける環境関連イノベーション

環境財と環境サー

19. 環境財と環境サー

19.1 EGS セクターにおける粗付加価値（GDP に占める割合）

ビス

ビス（EGS）の生産

19.2 EGS セクターにおける雇用（全雇用数に占める割合）

国際金融フロー

20. グリーン成長にと

20.1 ODA

って重要な国際金融フ

20.2 炭素市場

ロー

20.3 外国直接投資（検討中）

（全フロー及び GNI
に占める割合）
価格と移転

21. 環境関連税制
—環境関連税収の水準
（総税収に占める割合、労働関連税収との比率）
—環境関連税制の構造（税ベースのタイプ別）
22. エネルギー価格付け
（最終消費価格における税のシェア）
23. 水価格付けとコスト回復（検討中）
以下に関する指標によって補完
・環境関連補助金（検討中）
・環境支出：水準と構造
（公害緩和・制御、生物多様性、自然資源利用・管理）
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規制・管理アプロ

検討中

ーチ
訓練とスキル開発

検討中

３．最近の進展
2011 年の暫定版の公表以降、OECD はヘッドライン指標や個別指標の開発を進め
ている（改訂版は 2013 年前半に公表予定）
。そこで以下では、OECD からのヒアリン
グを踏まえ、本報告書執筆時点で把握される改定点のうち、ヘッドライン指標に関係
する部分について記述する。
表 ２-1
領域
環境・資源生産性

グリーン成長指標のヘッドライン指標案
テーマ

ヘッドライン指標の候補

炭素生産性

１．CO2 生産性

資源生産性

２．非エネルギー物質生産性

多要素生産性

３．環境サービスを含む多要素生産性

再生可能・再生不能資源

４．自然資源利用インデックス

生物多様性と生態系

５．土地利用・土地被覆の変化

環境面での生活の質

環境面での健康及びリスク

６．大気汚染（PM2.5）

経済的機会と政策対応

技術とイノベーション、環境

未定

自然資源ベース

財と環境サービス、価格と移
転、その他

ヘッドライン指標は、グリーン成長指標の上述の各領域に対応して、表 2-1 のように、
計６つないし７つの指標が選定される見込みである1。
このうち、
「CO2 生産性」については、生産ベース指標と需要ベース指標の両方を想
定している。生産ベースの環境サービス（production-based environmental services）
とは、当該国の生産に用いられた環境サービスや排出のフローを指し、需要ベースの環
境サービス（demand-based environmental services）とは、当該国の最終需要のため
に用いられた環境サービスや排出のフローを指す。CO2 に関して言えば、前者は、国
内の生産設備から排出されたものであれば、製品自体が輸出され国外で消費されたとし
ても当該国の排出分として考えるのに対し、後者は、国外での生産で排出されたもので
あっても、製品が輸入され国内で消費されれば当該国の排出分と見なす。なお、生産ベ
ース指標と需要ベース指標（消費ベース指標）をめぐる論点については、OECD 以外
1

著者が実施した OECD 担当者インタビューの結果による（2012 年 12 月実施）。
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の取り組みも踏まえて本報告書の後半で詳述する。
「環境サービスを含む多要素生産性」は、従来の多要素生産性（全要素生産性）の推
計で念頭に置かれてきた労働と資本の貢献などを除いたソロー残差について、さらに自
然資本の貢献分を勘案するものである。ソロー残差については、労働や資本などの生産
要素投入の増分のほかにも、独占力や収穫逓増など技術革新以外の要素が含まれており、
これまで様々な推計がなされてきた。しかし生産過程には、これら人工資本に関わる要
因以外にも、自然資源の供給その他の生態系サービスが大きく影響している。そこで、
残差からさらに自然資本の貢献分を勘案することにより、人工資本の技術革新の問題と、
自然資本からの投入の問題とを峻別し、経済成長や技術革新戦略などについてより適切
な政策的含意を引き出すことができる。
「自然資源利用インデックス」は、様々な自然資源の価値を市場評価によってウェイ
ト付けして合算したものである。組み込まれる自然資源については、SEEA-CF（後述）
の分類に従って選択される見込みである。なお、後述の包括的富指標と自然資源利用イ
ンデックスとの相違点は、前者は資本の推移を通じて各国の持続可能性を評価するもの
であるのに対し、後者は純粋に資源利用の推移を見ることを目的としており、それだけ
で持続可能性の判断に用いることを想定しているわけではない。また、包括的富指標で
は、少なくとも理論上は、各資本の限界的な社会的価値（シャドウプライス）で当該資
本をウェイト付けするのに対し、自然資源利用インデックスでは、単純に各自然資源の
市場価値によってウェイト付けを行っており、外部性などの評価を組み込むことを予定
しているものではない。さらに、組み込まれている自然資源は SEEA-CF に分類された
ものに限られており、生態系サービスや生態系資産は勘案されていない。この点は、包
括的富指標も同様の限界を抱えている。

（２）UNEP：グリーンエコノミー指標
UNEP は、各国経済のグリーンエコノミーへの移行を促進するため、2008 年に「グ
リーンエコノミー・イニシアティブ」
（Green Economy Initiative）を立ち上げた。2011
年には、
「グリーンエコノミーに向けて：持続可能な発展と貧困解消への道（Towards a
Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication）」
（UNEP (2011)）を公表するなど、リオ＋20 の準備プロセスでも積極的に提言を行っ
てきている。
UNEP グリーンエコノミー・イニシアティブでは、グリーンエコノミーを「環境上
のリスクや生態系上のリスクを大きく減少させながら、人間の福祉や社会的公正を高め
る経済」であると考えており、さらにグリーンエコノミーにおいては、炭素排出や公害
を減らし、エネルギーと資源効率を高め、生物多様性と生態系サービスのロスを防ぐよ
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うな公共投資及び民間投資によって所得と雇用の成長が促されるとしている。こうした
基本的な認識のもと、上記報告書では、農業、漁業、水、森林の各分野を通じた「自然
資本への投資」の促進、 再生可能エネルギー、製造業、廃棄物、建設、運輸、ツーリ
ズム、都市の各分野を通じた「エネルギー効率性と資源効率性への投資」の促進、そし
て、グリーンエコノミーへの移行を支える様々な政策条件や移行シナリオについて論じ
ている。
指標については、2012 年に「Measuring Progress towards an Inclusive Green
Economy」
（UNEP (2012)）を公表し、グリーンエコノミーの進捗を測るための基本的
な枠組みをガイドラインとして示した。
１．指標の目的
UNEP グリーンエコノミー指標の目的は、グリーンエコノミーを構成する、
「人間の
福祉」、
「社会的公正」、
「環境リスクの削減」、
「生態学的希少性」の各側面の状態を測る
ものとされている。
OECD グリーン成長指標が生態学的制約の中での成長の実現に重点を置いているの
に対し、UNEP グリーンエコノミー指標は、公正性の確保や貧困の解消などに重点を
置いている。また、グリーン成長指標が OECD 加盟国の経済評価を一つの目的として
いるのに対し、UNEP グリーンエコノミー指標は、途上国を中心に各国がグリーンエ
コノミーに取り組む上でのガイダンスの提供やキャパシティ・ビルディングに主眼があ
ると考えられる。
２．指標の構造
上述のような特徴は、指標全体の構造にも現れている。すなわち、OECD グリーン
成長指標が、自然資源ベースと人工資本の効率性・生産性との好循環を指標化し、総体
としてグリーン成長を実現することを志向しているのに対し、UNEP グリーンエコノ
ミー指標は、グリーンエコノミー政策の発展段階や、現実の政策形成プロセスに沿って
指標を構造化しており、これからグリーンエコノミーに取り組む政策担当者の視点を意
識したものとなっている。
具体的には、図 2-2 に示されるように、
「環境課題と目標」指標群、
「政策介入」指標
群、「福祉と公正への政策影響」指標群の３つの指標群を、グリーンエコノミー政策の
初期段階から中間段階、そして最終段階への深化と関連づけている。また、図 2-3 のよ
うに、各指標を、課題設定、政策形成、政策評価といった政策プロセスの各段階にも関
連づけている。具体的には、課題設定に「環境課題と目標」指標群、政策形成に「政策
介入」指標群、政策評価に「福祉と公正への政策影響」指標群を適用することを想定し
ている。
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図 ２-2

グリーンエコノミー政策の発展段階と指標群

（出典）UNEP (2012)

図 ２-3

政策プロセスの各段階と指標群

（出典）Bassi(2012)

３．各指標群の内容
具体的な指標は、基本的には各国がそれぞれの状況に応じて柔軟に決めるべきもので
あるとの前提のもと、指標群ごとに以下が例示されている。
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a）「環境課題と目標」指標群
気候変動

生態系サービス

資源効率

化学物質と廃棄物

・炭素排出（トン/年）
・再生可能エネルギー（エネルギー（電力）供給中の割合）
（%）
・一人当たりエネルギー消費（Btu/人）
・森林面積（ha）
・水圧力（%）
・土地・海洋保全地域面積（ha）
・エネルギー生産性（Btu/US$）
・物質生産性（トン/US$）
・水生産性（㎥/US$）
・CO2 生産性（トン/US$）
・廃棄物収集（%）
・廃棄物リサイクルおよびリユース（%）
・廃棄物発生量（トン/年）又は埋立地面積（ha）

b）政策介入指標
グリーン投資
財政改革

プライシング
グリーン調達
職業訓練

・研究開発投資（GDP に占める割合）
・環境財サービスセクター投資（US$/年）
・化石燃料、水、漁業補助金（US$または%）
・化石燃料税（US$または%）
・再生可能エネルギーインセンティブ （US$または%）
・炭素価格（US$/トン）
・生物多様性の価値（森林地帯の US$/ha）
・生態系サービスの価値（例：水供給など）
・持続可能な調達関連の支出（US$/年及び%）
・政府事業の CO2 生産性・物質生産性（トン/US$）
・訓練支出（US$/年及び GDP に占める割合）
・訓練者数（人/年）

c）「福祉と公正への政策影響」指標群
雇用

EGSS のパフォーマンス

総合的富

資源へのアクセス

健康

・建設（人, %）
・運営管理（人, %）
・生み出された所得（US$/年）
・ジニ係数
・付加価値（US$/年）
・雇用
・CO2 および物質生産性（e.g., US$/トン）
・自然資源ストックの価値（US$）
・年間純付加（削減）価値（US$/年）
・識字率 （%）
・近代エネルギーへのアクセス（%）
・水へのアクセス（%）
・衛生へのアクセス（%）
・健康ケアへのアクセス（%）
・飲料水における有害化学物質のレベル（g/L）
・大気汚染が原因の入院患者数（人）
・100,000 人あたりの道路交通事故死亡者数（運輸関係）
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第２節

環境・経済統合勘定の動向

1992 年に環境と開発のための国連会議（地球サミット）で採択されたアジェンダ２
１においては、環境と開発が統合された環境・経済勘定体系の確立が謳われた。これを
踏まえ、国連は 1993 年の国民経済計算体系（SNA）の改訂に際し、そのサテライト勘
定として「環境・経済統合勘定」
（Satellite System for Integrated Environmental and
Economic Accounting: SEEA）を導入した。その後、SEEA は 2003 年に大規模な改訂
が行われたが（SEEA-2003）、さらに 2007 年の第 38 回国連統計委員会において、環
境経済勘定に関する国連専門家委員会（UNCEEA）に SEEA 改訂検討の要請がなされ
たことを受け、同年より２度目の改訂作業が開始された。
今次改訂作業は、ア）中核枠組み（Central Framework、以下「SEEA-CF」と言う。）、
イ ） 実 験 的 生 態 系 勘 定 （ Experimental Ecosystem Accounts ）、 ウ ） 拡 張 と 応 用
（Extensions and Applications）の３つの部分に分けて検討が行われている。このうち、
SEEA-CF については、2012 年 2 月に開催された第 43 回国連統計委員会において、環
境経済勘定に関する初の国際基準として採択された。並行して実験的生態系勘定及び拡
張と応用についても議論が継続され、2013 年 2 月の第 44 回国連統計委員会において報
告がなされた。
（１）中核枠組み（SEEA-CF）
１．SEEA-CF の基本的な構造
SEEA-CF は、大きく分けて、ア）経済内及び経済と環境の間における物質とエネル
ギーの物量フロー、イ）環境資産のストックとその変化、ウ）環境に関連した経済活動
及び取引の３つの領域を計測するものである。
環境と経済の間の物量フロー（環境から経済へ、あるいは経済から環境へと出入りす
る物質とエネルギーのフロー）、そして経済内部の物質とエネルギーのフローの全体像
は、図 2-4 のように捉えられている。これらの物量フローのうち、環境から経済への投
入を「自然投入」
（natural inputs）、経済内でのフローを「生産物フロー」
（product flows）、
経済から環境へのフローを「残余」
（residuals）と呼ぶ。自然投入の類型は、表 2-2 の
ように整理されている。
具体的な勘定表としては、
（1）自然投入、生産物、残余のフローを示す物量及び貨幣
単位の供給使用表、
（2）期首・期末における個々の環境資産の物量及び貨幣単位のスト
ック及びその変化を示す資産勘定、
（3）資源枯渇を調整した経済的集計値に焦点を当て
た一連の経済勘定、
（4）環境目的で行われた経済活動の取引その他の情報を記録する機
能勘定が挙げられている。
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図 ２-4

自然投入、生産物、残余の物量フロー

（出典）SEEA-CF

２．SEEA-CF における環境資産
SEEA では、
「環境資産」
（environmental assets）を相互に補完的な二つの視点から
捉えている。第一の側面は、個々の環境の構成要素に着目したもので、SEEA-CF に記
述される。ここでの環境資産は、上記の自然投入を生み出すストックとして位置付けら
れる。環境資産の類型は表 2-3 の通りで、このうち育成生物資源と土地を除いたものを
「自然資源」
（natural resources）という。これらの環境資産は、生態系による水の浄
化、炭素貯蔵、洪水緩和など、環境資産の間接利用による便益に着目したものではない。
また、土壌栄養分など、自然資源の中に体化されている個々の要素は含まれない。
環境資産の第二の側面は、個別の要素ではなく、それらが構成する生態系に着目した
もので、実験的生態系勘定に記述される「生態系資産」に該当する。これについては後
述する。
表 ２-2
自然資源投入

SEEA-CF における自然投入の類型
生産において利用される採取物
鉱物・エネルギー資源
石油資源
天然ガス資源
石炭・ピート資源
非金属鉱物資源（石炭・ピート資源除く）
金属鉱物資源
土壌資源（採掘されたもの）
自然木材資源
自然水産資源
その他の生物資源（木材・水産資源除く）
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再生可能資源からのエネルギー投入

その他の自然投入

水資源
表流水
地下水
土壌水
自然資源残余
太陽
水力
風力
波力・潮力
地熱
その他の電力及び熱
土壌からの投入
土壌栄養分
土壌炭素
その他の土壌からの投入
大気からの投入
窒素
酸素
二酸化炭素
その他の大気からの投入
その他の自然投入 n.e.c.
（出典）SEEA-CF

表 ２-3

SEEA-CF における環境資産の類型

鉱物・エネルギー資源

土地
土壌資源
木材資源
水産資源
その他の生物資源（木材・水産資源
除く）
水資源

石油資源
天然ガス資源
石炭・ピート資源
非金属鉱物資源（石炭・ピート資源除く）
金属鉱物資源

育成木材資源
自然木材資源
育成水産資源
自然水産資源

表流水
地下水
土壌水
（出典）SEEA-CF
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（２）実験的生態系勘定
１．経緯と位置付け
a）経緯
環境・経済統合勘定の今次改訂では、SEEA-CF と並行して、生態系に焦点を当てた
実験的生態系勘定の検討が進められた。SEEA-2003 は生態系やその劣化
（degradation）
の勘定に関する議論を内包していたが、国際統計基準として合意するには未成熟である
ことから、今次改訂では SEEA-CF と切り離されることとなった。一方で、近年、経済
活動その他の人間活動による生態系の劣化が急速に進行し、人類が依存する生態系サー
ビスを供給し続ける生態系の能力（capacity）が著しく低下しているとの認識から、
SEEA-CF の枠組みに立脚しながらも、それとは独立した勘定体系として実験的生態系
勘定の議論がなされることになった。
実験的生態系勘定は、2012 年 6 月の第 7 回 UNCEEA（リオデジャネイロ）を経て、
同年 10 月にオタワで開催されたロンドングループ会合において草稿が検討され、2013
年 2 月の第 44 回国連統計委員会にて最終版の報告がされた。
b）位置付け
実験的生態系勘定は、国際統計基準となった SEEA-CF とは異なり、異分野研究のた
めの勘定枠組みを提供するものであるとされる。特に、生態科学、エコロジー経済学、
国家会計、環境経済会計などの各分野の蓄積に基づき、生態系勘定に関する知識や概念
の現状を統合的に説明するとともに、生態系勘定に関する取り組みを支援し、経験の交
換を促進するための枠組みを提供する。
また、実験的生態系勘定は、SEEA-CF で提供された環境資産のストックとフローの
勘定を補完するものである。先述の通り、SEEA-CF が、個々の環境資産に着目してい
るのに対し、実験的生態系勘定は生態系の視点を採っている。すなわち、一定の空間エ
リアの中で、個々の環境資産が自然プロセスの一部として相互に作用し、経済活動その
他の人間活動にサービスを提供する様態を評価する。また、それによって、生態系の異
なる用途の間のトレードオフに焦点を当てる。
２．生態系勘定について
生態系勘定とは、生態系自体と、生態系から経済活動その他の人間活動にもたらされ
るサービスのフローの測定を行う、環境評価のアプローチの一つである。SEEA-CF に
基づく勘定枠組みを用いて生態系を記録することにより、生態系どうしの相互作用や、
生態系と他の広範な環境・経済・社会的情報との関連を把握することが容易になる。
ただし、SEEA-CF と異なり、生態系と通常の経済活動の関係だけでなく、他の人間
活動との関係も射程に置く。特に、市場取引されないが人間社会に便益をもたらす生態
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系サービス（水質浄化や空気濾過、景観がもたらすアメニティや文化的価値等）を測定
対象に含むことで、生態系の異なる用途の間のトレードオフの評価に必要な情報を体系
的・包括的に捉えることができる。
生態系勘定は、特に次の二点について、SNA における経済勘定にはない要素を含む。
第一に、SEEA-CF と同じく、物量単位での勘定が含まれる。貨幣単位の勘定も念頭に
は置かれているが、必須ではない。第二に、国家単位での集計とともに、比較的詳細な
sub-national な空間エリアにおける勘定を含む。
実験的生態系勘定の構成は表 2-4 の通りであり、第 2～4 章において物量単位の勘定
を扱い、第 5、6 章において貨幣単位の勘定に関する議論を整理している。
表 ２-4

SEEA 実験的生態系勘定の目次構成

第1章

第2章

第3章

第4章

第5章

第6章

導入

生態系勘定の原則

物量単位の生態系サ

物量単位の生態系資

生態系勘定における

貨幣単位の生態系勘

ービス勘定

産勘定

評価アプローチ

定

1. SEEA 実験的生態

1. 生態系と生物多様

1. 導入

1. 導入

1. 導入

1. 導入

系勘定とは何か

性の概説

2. 生態系サービスの

2. 生態系資産測定の

2. 貨幣評価の動機

2. 生態系勘定の統合

2. 政策的関連性

2. 生態系勘定におけ

測定境界と特徴

ための一般的アプロ

2. 評価の概念

表示

3. 目的と課題

る重要な概念的関係

3. 生態系サービスの

ーチ

3. SEEA とSNA に

3. 貨幣単位での生態

4. 国家統計局の役割

性

分類

3. 生態系資産勘定の

おける評価の原則

系資産勘定

5. 生態系勘定におけ

3. 生態系勘定の単位

4. 生態系サービスの

作成

4. 生態系サービスの

4. 貨幣単位での生態

る重要な学問領域

4. 生態系勘定表

勘定

4. 炭素勘定

評価

系勘定と経済勘定の

6. SEEA 実験的生態

5. 生態系勘定におけ

5. 生態系サービスの

5. 生物多様性勘定

5. 評価における主要

統合

系勘定の構造

る一般的測定課題

測定

7. 調査計画

6. SEEA-CF との関

な測定課題

係性

（出典）SEEA 実験的生態系勘定

３．生態系勘定における重要な概念
一般的な勘定体系と同様に、生態系勘定もストック・フローの関係に基づき作成され
る。ストックは、
「生態系資産」
（ecosystem assets）を構成する空間エリアによって表
現される。各生態系資産は、土地被覆・生物多様性・土壌タイプ・標高・勾配等の一連
の「生態系特性」（ecosystem characteristics）を有する。
フローは、2 種類に分けられる。第一は、生態系プロセスを反映した、生態系資産内
のフローと生態系資産間におけるフローで、それぞれ「生態系内フロー」
（intra-ecosystem flows）と「生態系間フロー」
（inter-ecosystem flow）と呼ばれる。
生態系間のフローは、異なる生態系資産間の相互依存を強調する（例えば、湿地は上流
域からの水フローに依存）。第二は、人間が生態系資産から生み出される資源・プロセ
スを利用していることを反映したフロー、すなわち「生態系サービス」（ecosystem
service）である。生態系勘定の主眼は、ア）生態系サービスのフローと、イ）生態系
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資産のストックとその変化に置かれる。生態系内・生態系間フローには直接の焦点は当
てないが、その変化はアとイの測定の中で暗示的に捉えられる（図 2-5）。
図 ２-5

生態系サービスに関するフローの基本モデル

（出典）SEEA 実験的生態系勘定

a）生態系サービス
生態系サービスは、「経済活動その他の人間活動において利用される便益に対する生
態系の寄与分」と定義される。生態系サービスは、生態系と人間の「福祉」
（well-being）
とを結びつける一連のフローであり、福祉は生態系サービスが寄与する「便益」
（benefits）に影響される（図 2-6）
。便益は、勘定の観点から「SNA 便益」と「非 SNA
便益」に区別される。前者は、経済主体により生産される生産物であり、SNA の生産
境界によって定義される（自家消費用の生産物も含まれる）
。一方後者は、SNA の生産
境界外のプロセスにより生じるものである。一般には、非 SNA 便益は市場で売買され
ない。
生態系サービスは“寄与分”と定義されているが、これは、特に SNA 便益について、
生態系サービスは便益を生み出す上での様々な投入物の一部に過ぎないことを強調す
るためである（例えばきれいな飲料水は、生態系からの水の供給に加え、水道管・浄化
装置のような生産資産や労働力の投入が必要）
。一方、非 SNA 便益については基本的
に人間側からの投入はほとんどない（例えば、森林による空気濾過という生態系サービ
スが生み出す、きれいな空気の便益）。したがってこの場合、生態系サービスと便益は
ほぼ等しい。
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図 ２-6

生態系サービスに関するフローの基本モデル

（出典）SEEA 実験的生態系勘定

b）生態系資産
生態系資産は「相互に機能し合う生物・無生物要素とその他の性質の組み合わせを含
んだ空間エリア」と定義される。生態系資産の測定は、第一に、「生態系の状態」
（ecosystem condition）と「生態系の規模」
（ecosystem extent）、第二に、「生態系サ
ービスの期待フロー」
（expected ecosystem service flows）という２つの観点から行わ
れる。
生態系の状態とは生態系資産の全体的な質を表し、生態系の規模は生態系資産の面積
を表す。生態系サービスの期待フローは「所与の生態系サービス群についての、生態系
資産からの将来の全生態系サービスフローの物量単位の集計的測度」である。
一般に、生態系資産が生態系サービスをもたらす能力は、生態系の状態と規模の関数
であると考えられる。しかし、これら 2 つの観点には単純な関係は存在せず、むしろ非
線形で経時的に変化すると考えられる。したがって正確な測定のためには、多様な測度
を用いることが求められる。
c）生態系勘定の統計単位
実験的生態系勘定では、空間エリアに関する以下の 3 種類のモデル単位を用いる。た
だし生態系は多面的であるため、分析目的に応じて異なる単位区分を用いる。それぞれ
の単位の相互関係は、図 2-7 の通りである。
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図 ２-7

EAU・BSU・LCEU の相互関係

（出典）SEEA 実験的生態系勘定

・基礎的空間単位（Basic spatial units: BSU）
BSU は、1km 四方といった形で区切られる小規模な空間エリアである。BSU に
は位置や土地被覆など基本的な情報を割り当てた上で、目的に応じて関連情報（土
壌・地下水・植生・気候等）を追加する。
・土地被覆・生態系機能単位（Land cover/ ecosystem functional units: LCEU）
LCEU は、あらかじめ設定された生態系の性質・機能に関する条件（土地被覆や
水資源、土壌タイプ等）を満たす、連続的な BSU の集合と定義される。LCEU を構
成する BSU の集合は、隣接する LCEU とは独立して、比較的一体的に機能すると
いう特徴があり、一般的には生態系やバイオームに近いものと理解される。LCEU
のサイズや種類は国の状況によって異なる。国家レベルで生態系勘定を作成するた
めには、限られた範囲での LCEU 分類を設定することが適切である。LCEU の暫定
的な分類は表 2-5 の通りである。
表 ２-5

LCEU の暫定的分類

（１）都市及び関連する開発地
（２）中～大規模の天水草本農地
（３）中～大規模の灌漑草本農地
（４）永久的な耕地・農業プランテーション
（５）農業関連地・モザイク
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（６）牧草地・天然草原
（７）森林被覆
（８）灌木・低木・ヒース
（９）まばらな植生地域
（１０）天然植生関連地・モザイク
（１１）不毛地
（１２）万年氷雪地・氷河
（１３）開放された湿地
（１４）内陸水域
（１５）沿岸水域
（１６）海

（出典）SEEA 実験的生態系勘定

・生態系勘定単位（Ecosystem accounting units: EAU）
EAU は、行政区分・環境管理上の区分・大規模な自然条件（例えば河川流域）等、
調査・分析の目的に応じて定義される。EAU は経時的な変化を理解・管理する必要
のある比較的大規模なエリアであり、変動が少なく安定的である必要がある。EAU
区分として有用な概念の一つは、社会・生態学的システム（socio-ecological systems）
である。社会・生態学的システムは、生態系の機能や力学と人間活動、それらの要
素間の相互作用を統合するものとして定義されるエリアである。

４．生態系サービス勘定（物量単位）
a）生態系サービスの分類
実験的生態系勘定における生態系サービスは、
（1）供給サービス、
（2）調節サービス、
（3）文化的サービスの 3 種類に大別される。
（1）は生態系から収穫される原料に関す
るサービス（森林からの木材供給等）、（2）は自然プロセスに関するサービス（環境中
で浄化されたきれいな空気の供給等）、（3）は人間が自然と触れ合うことで得られるサ
ービス（レクリエーションの便益等）を指す。
詳 細 な 分 類 は 、 生 態 系 サ ー ビ ス の 国 際 共 通 分 類 （ Common International
Classification of Ecosystem Services: CICES）に準拠する。CICES は、国連ミレニア
ム生態系評価以降、様々な分類が乱立していることを受け、これらの整合性を図り、生
態系サービスに関する国際的な標準的分類を確立することを目的に検討が開始された。
SEEA 改訂作業の一環として 2009 年に欧州環境機関（European Environment Agency:
EEA）が提唱し、様々な専門家が参加した e-Forum を経て、現在も継続して議論・改
訂が行われている（CICES の具体的な分類については、表 2-6 参照）
。
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表 ２-6
区分
供給

部門
水
物質

グループ
水
食用のための非育成陸生動植物
食用のための非育成淡水動植物
食用のための非育成海洋動植物
育成生物資源のための栄養提供

工業・家庭用に採取される動植物の繊維・構造（例：天然材木、藁、糸、皮、骨、
藻類）

動植物からとれる化学物質

医療用・工業用・家庭内生産用に生物から採取される素材や生化学物質（例：ゴ
ム、酵素、ガム、油、ワックス、薬草類）
繁殖計画に用いられる遺伝素材（例：作物用植物、家畜、漁業資源、養殖などに
用いる）
燃料用木材；バイオ燃料用に採取される非育成燃料植物・藻類；エネルギー用に
天然動物から採取される糞・脂肪・油
外来動物や乗り物用に訓練された動物の供給など、本区分の他のどこにも分類さ
れない、その他の供給サービス
植物・藻類・微生物・動物による汚染物質の解毒・分解
河川への都市廃水の希釈、生物地球化学的過程による廃水からの有機物や栄養の
除去；微粒子やエアロゾルの濾過；有機沈殿物中の栄養や汚染物質の隔離、臭気
の除去
防風林として機能する天然・栽培植生、換気サービス
流水の時期・規模の調節、洪水、涵養

エネルギー

バイオマスベースのエネルギー

その他の供給サービス

その他の供給サービス（他のどこにも分
類されないもの）
生物修復
汚染物質の希釈・濾過・隔離

生物物理学的環境の修復・
調節

フロー調節

物理化学的環境の調節

生物環境の調節

文化

生態系（環境設定）の物理
的または経験的利用

生態系（環境設定）の知的
表象

生態系サービスの例
作物・動物の育成のための取水、農業用・鉱業用・工業用・家庭用・etc.
食用のための非育成陸生動植物（例：狩猟動物、森のベリーやキノコ類）
食用のための非育成淡水動植物（例：カレイ、スズキ、サケ
マス）
食用のための非育成海洋動植物（例：海藻、カニ・ロブスター・ザリガニなどの
甲殻類）
作物が吸収する栄養資源；家畜の飼料；養殖の餌

動植物の繊維・構造

遺伝素材

調節

CICES の生態系サービス分類

空気フロー調節
水フロー調節
質量フロー調節
大気調節
水循環調節
土壌生成と土壌循環の調節
騒音調節
ライフサイクルの維持、生息域と遺伝子
プールの保護
害虫・疾病の制御（外来種を含む）
非抽出的レクリエーション

土壌・泥流の安定化
二酸化炭素の捕捉；気候調節；都市気候の維持（温度・湿度など）と地域的降水
パターン
水の酸素処理、水中の栄養の保持と移転
耕作システムにおける土壌の肥沃度と構造の維持
天然の緩衝とスクリーニング
花粉媒介、種子の拡散、生育個体数・生息域の維持
病原体の制御
ハイキングやバード・レクリエーションのための景観・海景の特徴と生物多様性

情報と知識

科学的調査や教育のための景観の特徴と生物多様性

精神的・象徴的

文化遺産価値や個人的・集団的アイデンティティの感覚（場所の感覚）のための
景観の特徴と生物多様性、精神的・宗教的機能、etc.
将来世代のための生態系サービスの生態系資本

非利用
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（出典）SEEA 実験的生態系勘定
便益の例
飲料水、作物・家畜飼育用の水、発電用水、etc.
人間の消費用の食物
人間の消費用の食物
人間の消費用の食物
作物・野菜製品；育成木材・繊維；食肉・乳製品用の畜牛；
養殖産品
製造業での再処理（例：肥料と化学物質）や最終消費のため
の、伐採材木、藁、糸、藻類、天然鳥糞石、珊瑚、貝殻、皮、
骨
化粧品・医療用ないし製造業での再処理のための、ゴム、酵
素、ガム、油、ワックス、薬草などの素材や生化学物質
繁殖計画に用いられる遺伝素材（例：作物用植物、家畜、漁
業資源、養殖などに用いる）
暖房、照明、燃料、etc.
労働用・ペット用の動物
土壌や地下水中の汚染物質の水準の低下
きれいな空気・水・土壌

砂塵緩和、防風林、都市部の換気改善と熱緩和
洪水損害の防止；表流水と地下水への水補充；高潮被害の減
少
土壌浸食・雪崩・泥流の防止
大気中の温室効果ガスの削減；気候変動の影響の減少；気候
条件の改善
水質の改善
耕作システムにおける土壌の肥沃度と生産性の改善
騒音レベルの減少
作物の生産性の改善、生息域の保全
作物・人間の健康・環境への危険水準の低下
ハイキング、バードウォッチング、ホエールウォッチングな
どの楽しみ；健康水準の増加；観光産業における観光客数の
増加
科学発展（例：花粉記録、年輪記録、遺伝子パターン）；知
識の増加（例：野生生物に関する番組や本の主題）etc.
個人的・集団的アイデンティティの感覚の向上、国の象徴、
精神的・宗教的機能の作用
将来世代が利用可能な生物多様性と生態系サービス

b）生態系サービスの測定範囲
生態系サービスがもたらす便益は、先述のように SNA 便益と非 SNA 便益に分けて
考える必要がある。生態系勘定では非 SNA 便益が測定の主眼となるが、中でも私有経
済資産から意図せず供給される非 SNA 便益（例：私有林による二酸化炭素の吸収）の
測定が大きな課題である。特に、後に述べる富の会計などのための生態系資産の貨幣評
価では、標準的な国民会計に含まれる私的価値に、公的便益分を追加して評価する必要
がある。
また、実験的生態系勘定では、重複計上を避けるため、2 種類の生態系サービスが測
定範囲から除外されている。第一に、これまで国連ミレニアム生態系評価（MA(2005)）
などで一分類として扱われていた基盤的サービス（supporting services）が除外される。
生態系サービスが生成され便益が享受されるまでには、多くの場合、生態系内・生態系
間での一連の複層的相互作用が存在する。しかしこのプロセスは、最終的アウトプット
として人間に便益をもたらす生態系サービス（final ecosystem services）への中間投入
と捉えられ、生態系サービス勘定では扱われない（このプロセスは上述の生態系内・生
態系間フローに等しい）
。第二に、無生物サービス（abiotic services）が除外される。
測定対象は、生物物理学的・地球化学的なプロセス・相互作用の結果として生み出され
る生態系サービスに限定されるため、鉱物・エネルギー資源の採取や太陽光・風力等の
再生可能エネルギーの吸収等のフローは除外される。これらは、SEEA-CF 第 3 章の物
量フロー勘定で扱われている。
c）生態系サービス勘定表
生態系サービス勘定の目的は、生態系サービスのフローに関する情報を、生態系サー
ビスの種類や統計単位、生態系サービスの生産・利用者ごとに整理・体系化することに
ある。統計単位としては、多くの生態系サービスが生成される基盤となる LCEU が有
効である。LCEU が完全に EAU の範囲内に納まる場合には、BSU に物量フローを割
り当てる必要はないが、特定の生態系サービスが LCEU・EAU 境界を越えて生成され
る場合は、そのサービスについて EAU での帰属を可能にするため、BSU への情報の
割り当てが求められる。
記録する単位は生態系サービスの種類により大きく異なる。供給・調節サービスには
トンや立方メートル、文化的サービスにはある場所への訪問者の人数や滞在時間を用い
ることが想定される。
表 2-7 は、生態系サービス勘定の基本形を示している。本表では、国全体での勘定表
の構築を可能にするため、異なる地域における同一 LCEU の値が集計可能であると仮
定されている。また、すべての生態系サービスが特定の種類の LCEU に起因している
と仮定しているが、これは一部の調節サービス（例えば水フロー調節）には適合しない

32

場合もある。
EAU における生態系サービスの物量フロー

表 ２-7

土地被覆・生態系機能単位（LCEU）の種類
農地

都市

森林

湿地

…

生態系サービスの種類
（CICES）
供給サービス
調節サービス
文化的サービス

（出典）SEEA 実験的生態系勘定

EAU 内における所有・管理の性質に関していくつかの仮定を置けば、表 2-8 のよう
に、生態系サービスの生産・利用を経済主体ごとに記録することもできる。このような
主体別のフローの測定は、生態系の劣化の勘定において特に重要である。
EAU における生態系サービスの生産と利用

表 ２-8

生態系サービスの生産
企業

政府

合計

生態系サービスの利用
企業

家計

政府

非居住者

合計

生態系サービスの種類
（CICES）
供給サービス
調節サービス
文化的サービス

（出典）SEEA 実験的生態系勘定

５．生態系資産勘定（物量単位）
a）生態系資産の測定手法
上述のように、生態系資産は「相互に機能しあう生物・無生物要素とその他の性質の
組み合わせを含んだ空間エリア」と定義され、生態系の状態と規模と、生態系サービス
の期待フローという 2 つの観点から物量単位での勘定が行われる。
・生態系の状態と規模
生態系の規模の測定は、基本的に土地被覆種別ごとの面積に基づく。様々な LCEU
の面積の大きさとその変化を測定することが焦点となる。
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生態系の状態の測定は 2 段階からなる。第一に主要な特性（水・土壌・植生等）を選
択し、それを表すための複数の指標を設定する。指標の変動が、生態系全体としての回
復力や活力、構造の変化に対応するよう、科学的根拠に基づき特性・指標を設定する。
第二に各指標を共通の時点で標準化する。この共通時点が、基準状態（reference
condition）となる。表 2-9 に勘定表の基本形を示す。
表 ２-9

会計期末における生態系の状態と規模の測定
生態系の状態の特性

生態系の
規模

植生

生物多様性

指標例
面積

・葉面積指数
・バイオマス
・年平均増分

指標例
・種の多様性
・相対存在量

土壌

水

指標例

指標例

・土壌有機物

・河川フロー

・土壌中炭素

・水質

・地下水面

・魚種

炭素
指標例
・純炭素収支
・一次生産性

土地被覆・生態系機能
単位の種類（LCEU）
森林
農地
都市圏
内陸水域

（出典）SEEA 実験的生態系勘定

生態系の状態の変化に関する資産勘定表は、SEEA-CF の資産勘定構造に準拠し、表
2-10 のように構想される。表では、すべての LCEU について、期間中に規模の変化は
ないものと仮定されている。また表 2-7 と同様、各項目で用いられる指標は異なる単位
をとる。
変化の原因に関する推定は困難であると考えられるため、変化の大きさによって区分
を設定し、それぞれネットでの変化分のみを測定する。この情報は、地図のコーディン
グを着色することで効果的に表示できる。
表 ２-10

EAU における生態系の状態の変化
生態系の状態の特性
植生

生物多様性

期首の状態
状態の改善
自然再生による改善（通常の
自然損失とのネット）
人間活動による改善の
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土壌

水

炭素

状態の後退
採取・収穫によるもの
継続的な人間活動によるもの
人間活動による壊滅的損失
自然イベントによる壊滅的損
失
期末の状態

（出典）SEEA 実験的生態系勘定

・生態系サービスの期待フロー
生態系サービスの期待フローの測定は、生態系資産が将来にわたって一連のサービス
を生み出すための能力に焦点を当てる。一部の生態系サービスは資源の採取・収穫を含
むこと、また生態系は再生されうることから、将来の採取量と再生量に関する予測を行
うことが必要になる。また、生態系サービスの期待フローは、将来の使用パターンに関
する仮定に依存する。勘定の目的に照らせば、まずは、現在の使用パターンに基づく特
定の生態系サービス群を考える必要がある。ただし、最適シナリオを含む代替シナリオ
に基づく推計も可能である。
表 2-11 は、ある時点における生態系サービスの期待フローの推計値を記録するため
の基本表である。サービス間の集計は想定されておらず、行・列は必要に応じて追加す
る。本表は、絶対量ではなく生態系サービスの年間期待フローという単位で入力するこ
とが最も有用である。また表象的な目的のためには、矢印や色分けを用いて、フローの
上昇・下落をトレンドとして示すだけでもよい場合もある。

表 ２-11

会計期末における生態系サービスの期待フロー
LCEU における生態系サービスの期待フロー
森林

農地

内陸水域

…

生態系サービスの種類
（CICES）
供給サービス
調節サービス
文化的サービス

（出典）SEEA 実験的生態系勘定

・生態系資産の変化の測定
以上の 2 点に加えて、生態系の劣化や改善といった生態系資産の変化も重要な勘定課
題とされる。生態系資産の変化は、
「劣化・改変」
（ecosystem degradation and ecosystem
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conversions）、
「改善・その他の変化」
（ecosystem enhancement and other changes）、
「再生」
（regeneration）等に分けて測定する。
b）炭素勘定と生物多様性勘定
具体的な生態系資産勘定としては、炭素勘定と生物多様性勘定が提示されている。炭
素の測定において重要な点は、炭素の貯留場所によって質的な差異が存在することであ
る。これらの差異を考慮して、炭素勘定は地球圏・生物圏・大気・海洋・経済という観
点からストックとその変化を測定する。炭素ストック勘定の基本構造は表 2-12 の通り
である。
表 ２-12
単位: ギガグラム C

炭素ストック勘定

ジオカーボン

石

石

ガ

石

灰

油

ス

炭

バイオカーボン

海

大

洋

気

合

経済内蓄積

計

水

陸

水

海

固

耐

廃

そ

生

生

洋

定

久

棄

の

生

生

生

資

消

物

他

態

態

態

産

費

系

系

系

在
庫

財

期首ストック
ストック増加
自然増加
人為的増加
発見
評価切り上げ
再分類
合計
ストック減少
自然縮小
人為的縮小
評価切り上げ
再分類
合計
輸出入
輸入
輸出
期末ストック

（出典）SEEA 実験的生態系勘定
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６．生態系勘定における貨幣評価
生態系サービスと生態系資産の多くは市場では取引されず、価格付けが行われないこ
とから、貨幣価値の評価に当たっては手法上乗り越えるべき課題が多い。また、生態系
の利用と利用者に関する詳細なデータを要する。実験的生態系勘定では、第 5 章で評価
のための考え得るアプローチや課題を概説し、第 6 章では物量・貨幣単位の勘定の統合
に関する議論を展開している。ただし、勘定の統合については問題が多いため、あえて
提言という形は採っていない。
a）SNA における評価原則と厚生経済学
評価にあたっては、国民会計と厚生経済学の価値概念の差異に留意しなければならな
い。国民会計では、取引量×市場価格によって評価が行われるため、生産者余剰と生産
コストの合計が価値の範囲となる。一方厚生経済学では、消費者余剰（消費者の支払意
思額（willingness to pay: WTP）と市場価格の差額の総計）も価値に含める。国民会
計との整合性を確保するためには、生態系サービス・生態系資産も、前者に準拠して取
引量と市場価格で評価するべきである。しかし実際の生態系サービスの評価では、市場
価格を反映しない WTP 測度が適用されている場合がある。その場合は、評価結果に消
費者余剰がどの程度含まれているかを考慮する必要がある。
また価値には、ア）直接的利用価値、イ）間接的利用価値、ウ）オプション価値、エ）
非利用価値の 4 種類が存在し、理論的には全ての価値を集計することで総経済価値
（Total Economic Value: TEV）を得ることが望ましい（図 2-8）
。しかし実際には、ウ
のオプション価値に関する研究蓄積は少なく、エの非利用価値の定量化・価格付けには
多くの論争がある状態となっている。そこで SEEA では、エの非利用価値については、
個人の効用にのみ基づくものであるため国民会計の対象からは除外し、ア～ウの価値に
ついては国民会計の価値概念に基づきケースバイケースで特定することを提案してい
る。
図 ２-8

総経済価値（Total Economic Value: TEV）評価の体系
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（出典）SEEA 実験的生態系勘定

b）生態系サービスの貨幣評価法
生態系サービスの貨幣評価については、現在、環境経済学の諸領域で様々な手法が開
発されている。その主なものを表 2-13 に挙げる。このほか、実験的生態系勘定では、
交換価値シミュレーション法（Simulated Exchange Value approach）が提案されてい
る。生態系サービスの種類によって、適用すべき手法は異なる。また、SNA の生産境
界内の生産過程との関わりがある場合には、生態系サービス自体を直接評価するのでは
なく、その便益を評価した上で生態系の寄与分を特定することが望ましい。
表 ２-13
分類

市場評価法

評価手法

概要

評価適用例

単位資源レントによる

資源の市場取引価格から生産コストを

主に供給サービス（木材、水

価格付け

引いた額で評価する。

産物等）。

生態系サービス支払

近年発達している生態系サービスの自

主に調節サービス（森林によ

い・取引スキーム
代替法

顕示
選好法

回避行動法
トラベルコスト法

非市場
評価法

ヘドニック価格法
CVM （ Contingent
表明

生態系サービスの評価手法

Valuation Method）

選好法
コンジョイント分析

発的市場における価格で評価する。

る炭素固定や水量調整等）。

評価対象に相当する私的財に置き換え

森林の水質改善や土砂流出防

る費用によって評価する。

止の機能等。

環境悪化・被害の影響回避のために費
やされた費用によって評価する。

水質汚染、騒音等。

対象地までの旅行費用によって評価す

レクリエーションや景観等訪

る。

問に関わるもの。

環境質の差異や変化が地代や賃金に与

地域アメニティ、水質汚染、

える影響によって評価する。

騒音、死亡リスク等。

環境変化に対する支払意思額（WTP）
や受入補償額（WTA）を直接たずねる
ことで評価する。

レクリエーション、景観、希
少動植物、生物多様性等。

複数の環境対策を提示し、その選好を

レクリエーション、景観、希

たずねることで評価する。

少動植物、生物多様性等。

c）生態系勘定の評価における重要な検討事項
第 5 章後半では、調節サービスの評価や、集計値の導出（生態系内での集計、生態系
間での集計、生態系資産）、国レベルの評価のための便益移転（benefit transfer）の適
用、評価の不確実性等、貨幣単位の生態系勘定を作成する上での多くの課題と議論が展
開されている。
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第３節

富の会計（Wealth Accounting）

富（wealth）とは、国や地域に存在する有形無形の資産の集合である。この富に関し
て、近年、富の会計（wealth accounting）と呼ばれる新たな社会会計の取り組みが行
われている。その代表例が、世界銀行が 90 年代から取り組む新たな国富の考え方、同
じく世界銀行が進める WAVES（富の会計と生態系評価）
、そして、国連環境計画（UNEP）
と国連大学地球環境変化の人間・社会的側面に関する国際研究計画（UNU-IHDP）の
包括的富指標（Inclusive Wealth Index）である。
本節では、国民経済計算との対比で富の会計の特徴について論じた後、中でも包括的
富指標に焦点を当て、その現状と課題について検討する。
（１）富の会計の特徴
アダム・スミスの国富論を持ち出すまでもなく、国富をどのように捉えるかは経済学
の重大な論点の一つであった。それは社会会計の分野でも同様である。例えば、国民経
済計算の基幹をなす国民勘定体系（SNA）では、国民貸借対照表に記述される国民資
産のうち金融資産を除いた正味資産を国富としている。
しかし、近年議論されている富の会計は、国民経済計算とは対照的な特徴をいくつか
持っている。第一に、富の会計は、その名が示す通り、ストックである富とその変動の
評価に主眼を置いている。それに対し国民経済計算は、ストックとフローの両面からマ
クロ経済を包括的・連続的に記述しつつも、その歴史の大部分は、フロー勘定、中でも
生産や所得にかかわる勘定体系（生産勘定や所得の分配・使用勘定）の開発に重点を置
いてきた。その象徴が国内総生産（GDP）である。
両者の力点の違いを生み出しているのは、国民経済計算の発展を促した社会背景と、
富の会計の目的との違いである。それが第二の特徴である。国民経済計算が生産や所得
にかかわる勘定体系に力点を置いてきた理由は、20 世紀以降の政府のマクロ経済政策
を背景に、もっぱらそれが景気変動などマクロ経済の分析に用いられてきたからである。
言うまでもなく、こうしたマクロ政策は、所得や消費の拡大を通じて、国民の福祉
（well-being）を増大する構図を暗に想定している。
それに対して、富の会計の主要な目的は、世代を通じた福祉の維持、すなわち持続可
能性の評価にある。福祉を時間軸で捉えた場合、関心の中心は消費から資産、つまり富
に移る。一定の所得のもとでも、資産を取り崩せば消費を増やすことができるし、貯蓄
を通じて資産を殖やせば消費は減る2。逆に言えば、世代を通じて資産を維持すること
が、福祉の維持、つまり持続可能性の条件の一つになる。
第三に、富の会計では、資産の種類が国民経済計算より幅広い。先述のように、国民
経済計算における国富は、国民貸借対照表上の正味資産のことであり、具体的には非金
2

Stiglitz et al (2009), p.29.
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融資産と対外純資産の和である。非金融資産には、建物や機械などの有形生産資産、ソ
フトウェアなどの無形生産資産、土地や地下資源などの有形非生産資産が含まれる。そ
れに対して富の会計には、知識やスキルといった人的資本や、生態系サービスの源泉と
しての自然資本など、国民経済計算にはない幅広い資本資産が含まれる。このように拡
大された富を、
「包括的富」
（inclusive wealth, comprehensive wealth）ないし「拡張
された富」
（extended wealth）という。
富の会計が富の範囲を拡大させた理由の一つは、福祉の捉え方そのものが広いという
点が挙げられる。例えば、富の会計の理論的支柱の一つである Dasgupta (2001)では、
市場財から得られる効用のみならず、健康や教育、個人が享受する権利、幸福感なども
含む広い概念として福祉を捉えている。また、それに応じて、福祉を生み出す財的投入
の基盤も、つまり富も、製造資本から人的資本、自然資本にまで範囲を拡大させている
3。

もう一つの理由は、持続可能性との関係である。世代間衡平性の問題が顕著に現れる
のは、異時点間での自然資源の配分である。しかし、森林の気候安定化や洪水防止機能、
湿地の水質浄化機能、昆虫による花粉媒介といった、我々の生存に不可欠な重要な生態
系サービスを生み出す生態系資産は、既存の国民会計の外側で急速に失われている。富
の会計自体は、人的資本や社会関係資本も射程に入れた幅広い枠組みだが、先行事例の
いずれもが、自然資本から出発しているのにはこうした背景もある。
ただし、国民経済計算と富の会計は、必ずしも対立する枠組みではない点に留意する
必要がある。富の会計の構築のためには、当然のことながら製造資本の把握が不可欠で
ある。また、環境・経済統合勘定の国際基準化など、国民会計の側でも自然資本を体系
内に取り込む動きが進展しており、その意味でも、国民経済計算は富の会計の構築の前
提となる。
（２）包括的富指標の概要
包括的富指標は、UNEP と UNU-IHDP の合同報告書「包括的富報告書（Inclusive
Wealth Report）」（以下、文脈により、「包括的富報告書」、「UNU-IHDP and UNEP
(2012)」、「UNU-IHDP & UNEP」などの表記を使う。
）で提示された中核的な指標で
ある。同報告書は、2012 年 6 月に、リオ＋２０に合わせて 2012 年版が公表され、今
後も隔年で、各国の包括的富や個別の資本の状況などが公表される。毎回、個別テーマ
についても掘り下げることを予定しており、2012 年版のテーマは自然資本であった。
同報告書の主な目的は、人間の福祉についての長期的な視点と持続可能性の尺度を呈
示する、定量的な情報と分析を提供することである。さらに、この大目的のもと、同報
告書は主に以下に貢献するとされる。ア）各国が持続可能な軌道にあるか否かの予備的
な分析を試みるとともに、各国政府にグリーン経済への移行を評価する基準を提供する、
3

Dasgupta (2001)の理論枠組みについては、昨年度調査報告書で概説した。
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イ）特に自然資本の重要性に焦点を当てながら、国ごととの富の様々な構成要素とその
経済発展との関係性について、包括的な分析を行う、ウ）各国の福祉の動向を観察する
隔年報告書の公表により、持続可能な発展に向けた進捗の指標を提供する、エ）資産ポ
ートフォリオ・マネジメントの考え方に基づく各国の政策形成を補助・促進する。ここ
で資産ポートフォリオ・マネジメントの考え方とは、各国が、自然資産、製造資産、人
的資産などの多様な資産を包括的に管理する計画の実施を通じて、将来に向けた生産的
かつ持続可能な経済基盤を築くことである。
また、UNU-IHDP and UNEP (2012)では、各国に対し、所得ベースの会計枠組みか
ら、富の会計の枠組みへの移行を提唱している。
１．包括的富指標の理論
包括的富指標が、富の計測を通じて志向する最終目的は、人間の福祉の実現である。
ただしその焦点は、異時点間ないし世代間での福祉の維持、つまり持続可能性の評価に
ある。
後に述べるように、持続可能な発展は、1987 年に公表された国連環境と開発に関す
る委員会（ブルントラント委員会）の報告書において、「将来世代が自らのニーズを充
足する能力を損なうことなしに、現在世代のニーズを満たすような発展」と定義された。
包括的富報告書では、この定義に基づき、持続可能な発展を「（世代間）福祉が減少し
ないような社会発展のパターン」として定式化し、持続可能性を測る尺度として包括的
富指標を提示した。その理論展開を概説すると、以下のようになる。まず、ある時点 に
おける各世代の福祉の集計値である世代間福祉
Κ

,…,

は、資本資産ストックのベクトル

と、政策や制度の状況などを表すΜ、時点 の関数として、以下

のように表される。
Κ
また、 時点での包括的富

ただし、

, Μ,

は、以下の計算式によって与えられる。

は時間資産のシャドウプライス、

は資本資産

のシャドウプライ

スを示す。シャドウプライスは、各資産の社会的価値で、資産の限界的な変化がもたら
す福祉 V (t) の変化分として求められる。
この時、
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/

/

が成立することから、世代間福祉が一定期間中に増加することと、富が同期間中に増加
することとは同義となる。したがって、シャドウプライスで評価した富の変化分を推計
すれば、当該集団が持続可能な軌道にあるか否かの評価をすることができる。言い換え
れば、各世代が、前の世代から受け継いだのと少なくとも同程度の富を後の世代に遺す
ことが、持続可能な発展の要件となる。
２．包括的富の計測
2012 年版の包括的富報告書では、オーストラリア、ブラジル、カナダ、チリ、中国、
コロンビア、エクアドル、フランス、ドイツ、インド、日本、ケニア、ナイジェリア、
ノルウェー、ロシア、サウジアラビア、南アフリカ、イギリス、アメリカ、ベネズエラ
の 20 カ国を対象に、1990 年から 2008 年までの製造資本、人的資本、自然資本のそれ
ぞれのストックの社会的価値の推移を推計するとともに、これらの総計としての包括的
富を算出した。推計に用いられた重要変数は表 2-14 の通りである。また、自然資本の
内訳は表 2-15 の通りである。
表 ２-14
人的資本

製造資本

自然資本

包括的富の算出に用いられる重要変数

・年齢・性別別人口
・年齢・性別別死亡確率
・割引率
・雇用
・教育面での達成
・雇用報酬
・年齢・性別別労働力
・投資
・減価償却率
・資産寿命
・生産高成長率
・人口
・生産性
A．化石燃料
・埋蔵量
・生産量
・価格
・レント
B．鉱物
・埋蔵量
・生産量
・価格
・レント
C．森林資源
・森林ストック
・商業的に利用可能な森林ストック
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健康資本

IWI における調整

・木材生産量
・木材生産量の価値
・レント
・森林面積
・非木材便益（NTFB）の価値
・NTFB の採取に用いられた森林面積の割合
・割引率
D．農地
・作物生産量
・作物価格
・レント
・作物収穫面積
・割引率
・恒久的耕作地面積
・恒久的牧草地面積
E．漁業
・漁業資源ストック
・漁獲の価値
・漁獲の量
・レント
・年齢別人口
・年齢別死亡確率
・統計的な生活の価値
・割引率
A．全要素生産性
・技術革新
B．炭素被害
・炭素排出
・炭素価格
・気候変動の影響
・GDP
C．石油キャピタルゲイン
・埋蔵量
・石油生産
・石油消費
・価格
・レント
出典：UNU-HDP and UNEP (2012)

表 ２-15

包括的富報告書の推計に用いられている自然資本の種類

農地

耕作地、牧草地

森林資源

材木、非材木森林資源

漁業資源

漁業資源

化石燃料

石油、天然ガス、石炭

鉱物

ボーキサイト、銅、金、鉄、鉛、ニッケル、リン、銀、スズ、亜鉛

出典：UNU-HDP and UNEP (2012)
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主な結果は、図 2-9 に示す通りである。期間中、20 各国中６カ国で一人当たりの包
括的富は減少しており、これらの国々が持続不可能な発展軌道にあることを示す。また、
ほとんどの国で、人工資本（製造資本、人的資本）が増加したのに対し、自然資本は減
少しており、自然資本の採取から得られた対価を人工資本に投資していることがわかる。
さらに、ここでは解説しないが、個別の国ベースで見ると、包括的な資産ポートフォリ
オ・マネジメントの考え方に基づく様々な政策的含意が得られる。
なお、具体的な富の推計方法や使用統計、日本に関する分析結果、さらに包括的富指
標の理論的・実践的な課題などについては、次章以降で随時説明するため、ここでは論
じない。

図 ２-9

1990-2008 年における包括的富の平均伸び率（一人当たり）

出典：UNU-HDP and UNEP (2012)
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第３章

幸福度指標群における持続可能性面の指
標の全体像

次章で具体的な指標案を検討するための前提として、本章では、指標のあるべき姿に
ついて、その全体像を論じる。第 1 節では、持続可能な発展の概念に照らし合わせなが
ら、想定すべき指標の射程について論じる。第２節では、統合指標と個別指標それぞれ
のメリット・デメリットについて形式面から論点を挙げる。第３節では、本研究の提案
において採用する統合指標として、前章で紹介した包括的富指標を取り上げ、その理論
的な課題について詳述する。第４節では個別指標の全体の構造について論じる。

第１節

指標の射程

幸福度指標群における持続可能性面の指標を考えるにあたっては、そもそも持続可能
な発展という概念をどのように捉えるかを検討しておかなければならない。後に述べる
ように、とりわけ、持続可能な発展を狭義で捉えるのか、それとも広義で捉えるのか、
また、対象は地球規模の持続可能性なのか、それとも我が国の持続可能性なのか、など
の考え方次第で、指標の射程や構成は大きく異なってくる。
（１）狭義の持続可能性と広義の持続可能性
“持続可能な発展”という言葉が明示的に使われたのは、1980 年に公表された国際
自然保護連合（IUCN）の報告書が最初である4。その後、この概念は 1980 年代を通じ
た政策的・学術的議論を経て、1987 年に公表された国連環境と開発に関する委員会（ブ
ルントラント委員会）の報告書「Our Common Future5」によって国際社会の共通認識
としての地位を得た。当該報告書では、持続可能な発展を「将来世代が自らのニーズを
充足する能力を損なうことなしに、現在世代のニーズを満たすような発展」であると定
義している。
しかし、昨年度報告書でも言及した通り、現実の政策過程においてこの概念は、政治
的背景・思想的背景によって様々な意味合いで解釈され、使用されてきている。こうし
た概念の多義性は、その進捗を測る持続可能性指標の構成や範囲にも大きな影響を与え
ており、一口に持続可能性指標と言っても、その様態は極めて多様である。
そこで昨年度報告書では、こうした持続可能な発展概念の多義性に起因する作業上の
4
5

IUCN (1980).
World Commission (1987).
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混乱を避けるため、大きく以下の２つの定義で切り分けて整理を行った。
まず、ブルントラント委員会報告書では、持続可能な発展に関する上記の定義の鍵と
なる概念として、「ニーズの概念、とりわけ、最優先されるべき世界の貧困層の基本的
なニーズ」と、「技術・社会的組織の状態によって課される、現在及び将来の世代の欲
求を満たす環境の能力の限界」に言及している。一般に、前者は世代内衡平性を重視す
る観点で、後者は世代間衡平性を重視する観点であると言われている。昨年度報告書で
は、こうした意味での持続可能性概念を「狭義の持続可能性」とした。
一方、持続可能な発展概念を、このように世代間衡平性や世代内衡平性という論点に
絞らず、経済、社会、環境の統合的な発展としてより広く捉える考え方もある。現在の
国連の議論でも、経済、社会、環境の統合的発展（持続可能な発展の３本柱（three pillars）
と言われる）は、持続可能な発展の根幹をなす要件とされている。また、欧州連合の持
続可能な発展戦略のように、各国の政策や戦略においても、このような広範な観点から
持続可能な発展を捉える例は多い。昨年度報告書では、持続可能性のこうした広範な捉
え方を「広義の持続可能性」とした。
幸福度指標群における持続可能性面の指標を考えるにあたっても、広義の持続可能性
と狭義の持続可能性のどちらの立場をとるかによって、検討の対象が異なってくる。具
体的には、狭義の持続可能性概念に着目する場合、世代間衡平性と世代内衡平性が内包
するトレードオフの関係を指標にどう構造化するかが重要なポイントとなる。一方、持
続可能性を環境・経済・社会の統合的発展といったより広義の視点から考えた場合、環
境問題についても、たとえば近隣の騒音や公園へのアクセスなど、必ずしも世代内・世
代間衡平性に関係しない問題も取り扱うことになる。
本研究においては、内閣府「幸福度に関する研究会」の幸福度指標試案が持続可能性
にかかる指標群を設ける背景を、「自然、地域コミュニティー、天然資源、生物、地球
環境などの維持が現在の世代の幸福感に影響を及ぼしていると明確には言えないもの
の、現在世代の幸福感が将来世代の幸福感の犠牲の下に進むのは望ましくない」として
いることを踏まえ6、主には狭義の持続可能性の概念を中心に論じる。
（２）地球規模の持続可能性と一国レベルの持続可能性
持続可能性の概念を狭義で捉えるとしても、世代間衡平性や世代内衡平性と言った場
合の、“世代”とはどの範囲の集団を言うのであろうか。前章で紹介したグリーンエコ
ノミー関連の指標や包括的富指標、さらには、昨年度調査で整理した ISEW や GPI な
ど多くの持続可能性指標は、一部を除き、基本的には一国ごとの持続可能性を評価した
指標である。また最近では、これを地域に応用し、地域ごとの持続可能性を測定する試
みもある。
しかし、本来、国際社会が持続可能な発展という旗印のもとで優先的に取り組むべき
6

幸福度に関する研究会 (2011), p.8
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は、深刻化する気候変動や生態系の破壊の影響を最も受ける、自然資本に生活を依存す
る途上国の脆弱な社会層が直面する危機である。後に述べるように、一方で、先進国の
国内で消費される財は、その生産のために、途上国内に存在する多くの自然資源を利用
し、また、途上国の生産設備で大量の温室効果ガスを排出している。たとえ日本一国が
指標上は持続可能と判断されても、このような国外での資源利用や温室効果ガスの排出
を通じて、指標の範囲の外側にいるこれらの社会層を危機に陥れているとしたら、そこ
に何の意味があるのかは疑問である。実際、日本などの先進国では、森林などの自然資
本は純増に転じている地域も多く、こうした傾向が一国の持続可能性指標に正の貢献を
する可能性は高い。しかし、国内の森林資源を有効活用する代わりに、木材の輸入を通
じてアマゾンの熱帯雨林を破壊しているとすれば、これらの国が持続可能であると見な
されるべきかは議論の余地がある。
もちろん、日本社会自体が持続可能であることは極めて重要である。国内での再生可
能エネルギーの普及や資源効率性の向上を通じて、温室効果ガスの排出量や資源消費量
の削減を実現すれば、地球全体の持続可能性に直接的に貢献することができる。また、
世界最先端の環境技術の開発を進めるとともに、環境にやさしい先進的な社会モデルを
示すことによって、間接的にも、世界各国の持続可能な社会づくりを支援することがで
きる。
以上を考え合わせると、持続可能性面での指標は、大きく分けて、ア）日本社会の持
続可能を測る指標と、イ）日本が地球規模の持続可能性に与える影響を測る指標の二つ
を設け、両面から持続可能性を考えていくべきである。また、理想的には、アとイを組
み合せることで、ウ）日本が地球規模の持続可能性に与える負の影響を、日本社会の持
続可能性から差し引いて評価することができる、統合的な指標体系を構築することが望
ましい。
とはいえ、日本が地球規模の持続可能性に与える影響については、様々な制約の中で、
現時点で指標化できるものは限られている。そこで、本研究では、アの日本社会の持続
可能性を測る指標を中心に検討し、加えて、現時点で可能な限りで、イの地球規模の持
続可能性への影響を測る指標を提示する。
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第２節

統合指標と個別指標群

指標の検討にあたってもう一つ考えなくてはならないのは、指標の体系の在り方であ
る。すなわち、持続可能性に関する様々な情報を、複数の個別指標からなる指標群で捉
えるのか、あるいは、それらを一つの尺度に集約した統合指標のみで捉えるのか（単一
指標）、さらには、統合指標と個別指標のハイブリッド指標を想定するのか、という論
点である。
後に述べるように、内容面で見れば、包括的富指標など統合指標として構想されてい
る持続可能性指標には、現時点で様々な課題があり、こうした統合指標を単一の指標と
して持続可能性の判断に用いるべきではない。ただし、本節ではこうした内容面での議
論に先だって、純粋に形式面から見た、統合指標と個別指標群それぞれの長所と短所に
ついて論じる。
（１）統合指標の形式面での長所・短所
統合指標や単一指標の長所は、当然のことながら、その簡明さ、メッセージ性の強さ、
そしてそれによる社会への影響力の強さである。国民経済計算の様々な勘定の中で
GDP の認知度が抜きん出ているのは、マクロ経済の体系における GDP の位置付けそ
のものの重要性はもちろん、単一指標としての簡明さやメッセージ性の強さを反映した
ものであろう。なお、昨年度調査で整理したように、持続可能性指標の中にも、GDP
と同じような単一指標を志向し、様々な要素を一つの数値に統合しようと試みる例が少
なくない。その理由は、上述のような単一指標の長所に加え、これらの持続可能性指標
自体が、GDP 至上主義に対するアンチテーゼとして議論された面もあり、GDP に代わ
る単一指標の確立をめざしたからであろう。
一方、統合指標の短所としてまず挙げられるのは、上述の長所の裏返しとしての、多
様な視点や要素の捨象である。GDP は集計値であるので、当然、例えば制度部門や活
動部門別の情報は集計値の中に消えてしまう。しかし GDP の場合、
（実際の計測上の
課題はともかく、）定義は極めて明快で、そもそもが多様な視点を反映させることを前
提としていない。言い方を変えれば、GDP は単一の集計指標ではあるが、いわゆる統
合指標ではない。一方、持続可能性指標の場合、先述のように、持続可能な発展の概念
自体が多義的で、指標によって測るべき視点や要素も極めて多様である。こうした多様
な視点や要素を一つの尺度に置き換えて統合すれば、当然、持続可能な発展の多様な側
面は捨象される。それは、GDP が集計値であるためにそれだけからは制度部門や活動
部門別の生産の情報は分からないのとは質的に異なり、そもそも持続可能な発展という
概念を指標に置き換えること自体に伴う捨象である。
このこととも関連しているが、統合指標の二つ目の短所は、多様な視点や要素の統合
に用いる価値尺度の妥当性をめぐる議論である。昨年度調査で整理したように、持続可
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能性指標の統合指標は、指数、貨幣換算、面積換算など、様々な尺度を用いて視点や要
素の統合を行っている。しかし、これらの尺度はそもそも元の情報を反映する尺度とし
て妥当なのか、反映するとしても、重み付けや縮尺は正しいのか、などについては、指
標ごとにそれぞれ議論がある。
（２）個別指標の形式面での長所・短所
複数の個別指標で持続可能性を把握することの長所は、上記の統合指標の短所の反対
で、視点の多面性と情報量の多さである。社会の状態や政策の進捗状況について多様な
面から検証を行い、その結果を政策の分析や評価に活用することができる。特に、各国
の持続可能な発展戦略や自治体の総合計画など、包括的な戦略や計画の進捗状況をアウ
トカム面から検証する上では、ダッシュボード的な個別指標群は非常に優れたアプロー
チであると考えられる。
他方で、視点が多面的で情報量が多いがゆえに、広く市民に訴えるコミュニケーショ
ンのツールとしての有効性が低い場合が多い。すなわち、統合指標に比べ、明確で強い
メッセージを打ち出すことができず、広く社会の議論を喚起することが難しい。
（３）本研究の立場
本研究の目的は、幸福度指標の持続可能性面での指標の在り方について、幅広い選択
肢を提示することであることから、上記の形式面での長所・短所を踏まえながら、統合
指標と個別指標のそれぞれの可能性について検討を行うことが適切である。一方で、次
節で述べるように、本研究で統合指標として検討する包括的富指標には、シャドウプラ
イスの扱い、資本間の代替性不可能性や生態系の臨界性の問題など、内容面で様々な課
題が存在する。
したがって、本研究では、統合指標の課題を個別指標で補完する「ハイブリッド型指
標」と、統合指標は用いず、複数の個別指標で持続可能性を把握する「ダッシュボード
型指標」のいずれかが適切であると考える。なお、どちらの形態を採るにしても、個別
指標の在り方については検討を行う必要があるため、次節以降では、統合指標と個別指
標それぞれについて検討を行うこととする。
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第３節

統合指標の在り方

（１）本研究で扱う統合指標
本研究においては、統合指標の一例として、前章で紹介した包括的富指標の理論を用
い、日本についての独自推計を行う。
包括的富指標を取り上げるのは、いくつかの理由がある。まず、昨年度報告書の後半
で詳述したように、狭義の持続可能性の中核をなす世代間衡平性については、ホテリン
グ・ルール（Hotelling (1931)ほか）からハートウィック・ルール（Solow (1974)、
Hartwick (1977)ほか）に至るまで、20 世紀以降の新古典派経済理論の系譜の中で理論
的に精緻化されてきた。こうした動きは、1980 年代の持続可能な発展概念の登場以降、
持続可能な発展概念を経済理論から定式化する試みにつながった。そうした検討の蓄積
の上に生まれたのが、昨年度報告書で論じた Dasgupta (2001)のジェニュイン・インベ
ストメント（Genuine Investment）、ジェニュイン・セイビング（Genuine Saving）
（Hamilton and Clements (1999), Pearce et al. (2008), World Bank (2006)ほか）ない
し 調 整 純 貯 蓄 （ Adjusted Net Saving ）（ World Bank (2011) ほ か ）、 総 合 的 投 資
（Comprehensive Investment）
（Dasgupta (2009)）などである。これらは、経済学の
資本理論を自然資本にまで拡張し、社会に存在する様々な資本を世代を超えて維持する
ことを持続可能な発展の要件とする、いわゆる“資本アプローチ”と呼ばれる考え方で
ある。前章で紹介した富の会計も、こうした資本アプローチの一つとも言える。また、
理論面のみならず実際のデータを用いた推計の試みも様々な研究者や機関によって行
われている。特にジェニュイン・セイビングに関しては、世界銀行が世界各国について
の推計を行っている。こうした流れを受け継ぎ、より実践的な指標として国連が提唱し
たのが、包括的富指標である。本研究でも指摘する通り、包括的富指標にはまだまだ課
題が多く存在するが、上記に述べた持続可能性指標の系譜の一つの到達点であり、通過
点であることは間違いない。
二つ目の理由は、幸福度指標との関係性である。エコロジカル・フットプリントなど、
統合指標の中には持続可能性の物理的な側面のみに着目するものもあるのに対し、包括
的富指標は、少なくとも理論上は、物質的消費に伴う効用にとどまらない幅広い福祉
（well-being）を対象とし、それに貢献する基盤としての富の状態を計測するための枠
組みである。先に引用した通り、内閣府「幸福度に関する研究会」の幸福度指標試案に
おいては、
「現在世代の幸福感が将来世代の幸福感の犠牲の下に進むのは望ましくない」
との問題意識から、持続可能性面での指標の構想を出発させている。その意味でも、単
なる物質的な環境制約のみに着目するのではなく、物質的消費に伴う効用にとどまらな
い、幅広い福祉の衡平性を確保することを目的とした指標の方が、幸福度指標と接続す
るのに相応しいと考える。
以上の理由から、本研究では、日本についての包括的富指標の独自推計を試みる。た
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だし、本研究の実質的な重点は環境面での持続可能性にあるため、検討の焦点は自然資
本の価値の推計に置き、それ以外の資本（製造資本、人的資本（健康資本））について
は、基本的に UNU-IHDP and UNEP (2012)の推計手法や推計結果を踏襲することと
する。
（２）包括的富指標の理論的課題と本研究における対応
先にも述べたように、包括的富指標は、富の会計の理論を実践的な会計枠組みとして
提示したという意味で、非常に重要な試みである。しかし同時に、少なくとも現状では、
様々な制約要因の中で種々の課題を抱えている。そこで本節では、主に理論面での課題
について検討し、そうした課題を乗り越えるための本研究での対応策について説明する。
一方、推計に当たっての実践面での課題とそれに対する対応については、次章で本研究
での推計方法と照らし合わせながら詳しく論じる。
１．シャドウプライスの扱い
シャドウプライスをどのように扱うかは、包括的富指標の算出の中でも中核的な論点
である。前章で述べた通り、理論上、シャドウプライスは、各資産の限界的な変化がも
たらす福祉の変化分と定義される。すなわち、当該資産の利用可能性がわずかに増加（減
少）した時に引き起こされる変化の社会的価値（損失）である7。たとえば、河川流域
が水質浄化という生態系サービスをもたらしている場合、そのシャドウプライスは、流
域が追加的に 1 単位面積保全されることで、清潔な水の確保による衛生状態の改善など、
社会や人々にもたらされる純便益を測ることによって求められる8。
数式で言えば、資産 のシャドウプライス は、
≡

1, 2, … ,

/

と表すことができる。資産はそれによって生産される財やサービスの消費を通じて福祉
に影響を及ぼす場合もあれば、森林による気候安定化や空気浄化のように、経済的な生
産を経ずに資産そのものが直接的に福祉に影響を及ぼす場合もある。
ここで、福祉 V (t) は世代間福祉であることから、シャドウプライスは、現在の経済
の状態のみに依存するのではなく、将来にわたっての経済の状態にも左右される。した
がって、シャドウプライスは、資産の今日における希少性ないし資産間の代替性の程度
だけでなく、将来における希少性ないし資産間の代替性の関数でもあり、また、将来の
割引率の大きさにも左右される9。

7
8
9

Dasgupta (2007), p.158.
UNU-IHDP and UNEP (2012), p.18.
Arrow et al. (2012), p.323-324.
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完全市場で外部性が存在しないなどの状況においては、市場価格はシャドウプライス
に一致する。このため、富の会計の実際の推計においては、資産自体もしくは資産から
生み出される財の市場価格から求めた値をシャドウプライスの代理として用いている。
包括的富報告書で自然資本として計上されたのは、耕作地、牧草地、森林資源（木材及
び非木材資源）
、漁業資源、化石燃料、鉱物であったが（前章表 2-15 参照）
、これらは
いずれも資産自体またはそこから生み出される財が市場で取引されており、これらの市
場価格に基づいて推計したレント価格などをシャドウプライスとして用いている。
しかし、大きな外部性が存在する場合などは、市場価格をそのままシャドウプライス
の推計に用いることは適切ではないし、そもそも取引市場自体が存在しない場合もある。
実際、今回の包括的富報告書でも、供給サービスを除く、市場が存在しない全ての生態
系サービスの価値が、富の算出から排除されている。
前章の実験的生態系勘定の箇所でも整理したように、生態系サービスの貨幣評価につ
いては、現在、環境経済学の分野で様々な手法の開発が進んでいる。日本においても、
生態系サービスの価値を定量的に評価するための試みが 1970 年代初頭から開始されて
いる。全国レベルでの評価事例としては、農林水産省による森林・農地の多面的機能評
価がある。評価手法としては代替法のほか、仮想的評価法（Contingent Valuation
Method: CVM）や選択実験型コンジョイント分析が用いられている（表 3-1）
。農林水
産省の諮問を受けて、2001 年に日本学術会議が発表した「地球環境・人間生活にかか
わる農業及び森林の多面的な機能の評価について」では、全国で農業・森林が生み出す
多面的機能の価値は 78 兆 4864 億円に上ると試算されている。
しかしながら、これらの評価事例を富の会計に組み込むには、最終生態系サービスを
生み出すために投入された中間投入（労働力や補助金）の寄与分を控除し、過大評価（重
複計上）を回避することや、各評価手法の正当性に対する合意形成等の課題が存在する。
今後は、生態系の包括的な物量把握に向けた体制整備と併せ、こうした価値評価の手法
の開発状況とその実践の蓄積を踏まえ、社会的重要性の高い生態系サービスの評価事例
を蓄積し、その価値を富の会計に反映することが期待される。
本研究においては、こうした試みの一環として、調節サービスのうち森林による二酸
化炭素の吸収機能を富の算出に加えることとする。具体的な推計手法は次章で詳述する
が、二酸化炭素の吸収機能を取り上げた理由は、調節サービスの中でも比較的物量的な
推計が容易であることや、重複計上の恐れがないためである。
なお、こうした手法をもってしてもシャドウプライスの推計が困難なもので、かつ、
後述の臨界自然資本など、人間の生存にとって極めて重要な資産については、統合指標
とは別に、個別指標で物量の推移を把握し、それを持続可能性の判断に活用することが
求められる。
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表 ３-1

日本全国レベルの生態系サービスの主要な評価事例

タイトル

実施主体

森林の公益的機能に関する費用分担及び
公益的機能の計量、評価ならびに多面的機
1
林野庁
能の高度発揮の上から望ましい森林につい
て（中間報告）
三菱総合研究所
2 農業白書(1991年度)
（農林水産省）

評価対象

年

評価手法

評価額（億円）

1972 森林

代替法

128,200

1990 水田

ヘドニック法
代替法

118,700
47,000

3 森林の機能別評価

林野庁

1991 森林

代替法

392,000

4 農業白書(1995年度)

三菱総合研究所
（農林水産省）

1994 水田・畑

代替法
TC法

67,000

畜産農業が有する外部経済効果の評価に
5 関する調査(農林地の公益的機能に関する
調査)

野村総合研究所
吉田謙太郎
(農林水産省)

1996 農林地

CVM

41,071

1998 中山間地域の農業・農村

CVM

32,481

1998 中山間地域

CVM

34,743

6

CVMによる中山間地域農業・農村の公益的
吉田謙太郎
機能評価

7 CVMによる中山間地域の公益的機能評価

農業総合研究所
(農林水産省)

洪水防止機能

27,789

水源涵養機能

12,887

土壌浸食防止機能

農業総合研究所
8 代替法による農業・農村の公益的機能評価
(農林水産省)

農業
農村
1998

土砂崩壊防止機能
有機性廃棄物処理機能

2,851
代替法

99

気候緩和機能

105

保健休養機能

22,565
68,788

うち中山間地域分

「地球環境・人間生活にかかわる農業及び
森林の多面的な機能の評価について（答
申）」及び
9
「地球環境・人間生活にかかわる農業及び
森林の多面的な機能の評価に関する調査
研究報告書」

三菱総合研究所
（日本学術会議）

2001

森林

30,319

洪水防止機能

代替法

34,988

河川流況安定機能

代替法

14,633

地下水涵養機能

直接法

537

土壌浸食防止機能

代替法

3,318

土砂崩壊防止機能

直接法

4,782

有機性廃棄物処理機能

代替法

123

気候緩和機能

直接法

87

保健休養機能

家計支出
（市場評価）

23,758

CO2吸収機能機能

代替法

12,391

化石燃料代替機能

代替法

2,261

表面浸食防止機能

代替法

282,565

表層崩壊防止機能

代替法

84,421

洪水緩和機能

代替法

64,686

水資源貯留機能

代替法

87,407

水質浄化機能

代替法

146,361

保健休養機能

家計支出
（市場評価）

合計
日本の里山・里海評価（JSSA）
10 里山・里海の生態系と人間の福利：日本の
社会生態学的生産ランドスケープ

国際連合大学高等
研究所
（UNU-IAS）

2010 日本の里山・里海

11 生物多様性総合評価報告書

生物多様性総合評
価検討委員会
(環境省)

2010

12

経済的価値の内部化による生態系サービス
栗山浩一
の持続的利用を目指した政策オプションの
吉田謙太郎
研究―サブテーマ2「生態系サービスの経済
（環境省）
価値評価」

22,546
784,864

定性的
（動向）評価

貨幣評価なし

日本における「生物多様性の喪失」を 定性的
（動向）評価
対象に、要因・対策・状態を評価

貨幣評価なし

全国の生 森林・湿地型政策
2012 態系サー 農業・自然公園型政策
ビス
バランス型政策
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64

大気浄化機能

合計

農業

1,428

2,340
表明選好法
(選択実験)

1,724
1,707

２．資本の代替性と生態系の臨界性
昨年度報告書でも指摘した通り、持続可能性の評価をめぐっては、資本の代替性に関
連して二つの見解が対立してきた。
「弱持続可能性」
（weak sustainability）の考え方は、
人工資本と自然資本の間に代替関係を認め、両資本を含む総資本の社会的価値の非減少
を持続可能性の要件とする。この場合、富の総量を各資本の線形指数として表すことが
できるため、統合指標で持続可能性を評価できるという利点もある10。一方、「強持続
可能性」
（strong sustainability）の立場は、ある種の自然資本については、人工資本と
の間の代替が不可能であるか非常に限定されており、特に生態系の場合、一定規模を下
回ると不可逆的に崩壊する恐れもあるため、他とは独立してそれ自体を維持する必要が
あると主張する。このような自然資本を、Pearce et al. (1994)などは「臨界自然資本」
（critical natural capital）と呼んだ。臨界自然資本の定義や具体例については、1990
年代半ば以降、論者によって様々なものが提唱されているが、昨年度報告書で指摘した
通り、少なくとも以下の要件を全て満たすものについては、人工資本とは独立してそれ
自体を維持することに一定の合理性が認められるものと考えられる。
第一に、当該資本がもたらす価値が、人々にとって不可欠であることが必要である。
すなわち、当該資本の存在自体やそれが生み出す資源やサービスのフローが人々の生存
にとって不可欠であるか、それが失われることによって、各世代の福祉に不可逆で深刻
な減退を招くものであることである。たとえば、熱帯雨林が寄与する安定した気候や、
水の循環と森林や湿地帯による浄化作用が支える清潔な飲み水は人々の生存にとって
不可欠であるし、聖地の樹木などの宗教的シンボルは特定の集団にとって極めて重大な
価値を持つ。
第二に、先に述べたように、他の資本による代替性がないか、極めて限定されている
ことが必要である。これには、技術面の代替不可能性と、価値面の代替不可能性とがあ
る。前者は、そもそも物理的に代替が不可能である場合や、物理的に不可能ではないが、
少なくとも現在の技術では代替が困難である場合、さらには、技術的に可能であっても
費用面から現実的ではない場合などがある。光合成や水循環などの基盤サービスや、大
気質や気候の調節などの調節サービスなどは、人工資本で代替することは物理的に不可
能であるか、技術的・経済的に現実的ではない。動植物への生息地の提供なども、ごく
限定された範囲を除き、人工資本の力だけで行うことはできない。一方、後者は、史跡
や文化遺産のように、それ自体に固有の価値があるため、そもそも他の財による代替が
不可能なものを指す。
第三に、損失の不可逆性が必要である。すなわち、当該資本に損失が生じた場合、そ
れを回復することが不可能であるか、少なくとも経済や個人の人生にとって意味のある
時間の範囲では回復されない場合である。生態系によって成り立つ多くの自然資本は、
生態系サービスの供給力や再生機能を維持するために、一定の規模（「臨界規模」
10

Dasgupta (2001), p.141.
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（critical level））以上を保つことが必要である。この規模を超えて自然資本を人工資
本に置き換えた場合、生態系の機能は一気に失われるか、生態系自体が崩壊する。こう
して失われた資本が人々にとって不可欠な価値を生み出すもので、かつ、その機能が代
替不可能であるならば、他の資本だけで社会的福祉の水準を維持することはできなくな
る。したがって、少なくとも以上に挙げた要素を全て満たす資本については、人工資本
とは独立して維持すべきである11。
強持続可能性の考え方をとれば、こうした要件を満たす自然資本が存在する場合、一
つの価値単位に換算された統合指標のみから持続可能性を判断するべきではなく、個別
にストックを把握・維持する必要が生じる。もちろん、理論上は、上記のような代替不
可能性や臨界性は、シャドウプライスに反映され得ると考えることもできる。すなわち、
これらの資本が稀少になるにつれ、シャドウプライスが跳ね上がり、資本の減少を事実
上禁止するのである。しかし、先述のように、実際のシャドウプライスの推計には様々
な課題があり、代替不可能性や臨界性を適切な形で統合指標に反映することは極めて困
難である。
包括的富報告書でも、資本間の代替性の限界を認め、富全体の増減のほか、各資本の
増減も同時に捕捉している。とはいえ、ほとんどの生態系について、臨界点の定量把握
は極めて困難であり、したがって臨界性が明示的に富の会計に反映されているわけでは
ない。本研究においても、包括的富指標の算出や個別指標の選別において、こうした臨
界性を定量的に捉えた上で判断することは行わない。
なお、こうした生態系の臨界性を富の会計に反映させる方法については、Mäler(2008)
が生態系のレジリアンス（resilience）の観点から検討を行っている。レジリアンスと
は“回復力”などと訳され、生態系に攪乱が生じた場合に、生態系の機能を維持するこ
とができるような生態系の許容力を指す。この許容力（臨界点、閾値）を超える攪乱が
生じた場合には、生態系は急変して従来のように機能しなくなる。このような変化は「レ
ジーム・シフト」と呼ばれ、農地の塩害化や漁業資源の激減、サンゴ礁の破壊等で観察
される。レジーム・シフトによる生態系の機能の変化は不可逆であるか、可逆であった
としても莫大な量力・時間を要するものであるため、レジーム・シフトが生じないよう
に生態系を管理することが持続可能性の要件となる。
Mäler(2008)は、レジリアンスを「生態系やシステムが他のレジームに移行する可能
性」と解釈し、これを富の会計に組み込むため、レジリアンス・ストックのシャドウプ
ライスが、
「現在のレジリアンスの限界的変化がもたらす将来の期待社会厚生の変化分」
として計算できることを示した。この価値は、臨界点を超えて他のレジームに移行する

11

これらの要素のうちどれかが欠けた場合には、独立して維持する必要性が失われる場合があ
る。たとえば、当該資本が生み出す価値が人間の生存に不可欠で、資本の損失の回復が困難であ
ったとしても、資本の機能を人工資本によって代替することが可能であれば、福祉水準を維持す
ることは可能であるとも考えられる。

55

可能性が高まるにつれて上昇する。ただし、実際にはレジリアンスを定量的に観測する
ことは困難であるため、レジリアンスに大きく影響を与える要因を代替的に計測する必
要がある。東南オーストラリアのゴールバーン・ブロークン流域の放牧地を対象とした
Walker et al.(2010)では、放牧地に急激な劣化・塩害化といったレジーム・シフトをも
たらした要因として地下水位に着目し、その臨界点（表面から 2m）と現在の地下水位
との距離をレジリアンスと定義した。レジリアンスを組み込んだ持続可能な発展の評価
理論は、渡邉（2009）に詳しい。
３．国際貿易の扱い
生産と消費がグローバル化した現状を踏まえれば、国際貿易と国富との関係の問題は
避けて通れない。たとえば、報告書の５章で Atkinson et al (2012)が指摘しているよう
に、計測対象となった 20 カ国のうち、日本は、自然資本を増加させながら、同時に包
括的富の増加を達成した唯一の国である（図 3-1）。しかし、消費ベース、すなわち、
国内で消費された財の生産に国外で用いられた資源も含めた量で見ると、日本の一人当
たりの資源利用量は国内資源の採取量を大幅に上回っている（図 3-2）。もちろん、資
源産出国は、採取によって得た対価を新たな資本投資に向けることができるし、消費国
も、産出国への支払い分だけ国内での資本投資等を諦めるという形で費用を負担してい
る。しかし、オープンアクセスによる過剰採取リスクが存在する場合や、資源採取によ
って公共財的な生態系サービスが失われた場合などは、消費国は産出国が失う自然資源
の真の価値を完全に補償していないことになる（Atkinson et al（2012））。
本研究においても、包括的富指標に組み入れる自然資本は、基本的に国内に存在する
もののみのストックとその変化を対象としており、したがって、国内消費に用いられた
海外の自然資源等については検討に加えていない。したがって、この点については、個
別指標において補完する必要がある。詳しくは、次節において論じる。
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図 ３-1

図 ３-2

包括的富と自然資本の増減（一人当たり、1990-2008 年平均）

生産及び消費に使用している一人当たりの自然資源の価値（US ドル）

（出典）UNU-IHDP and UNEP (2012)
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４．対象集団の範囲と特性
先述のように、本来、国際社会が持続可能な発展という旗印のもとで優先的に取り組
むべきは、自然資本に生活を依存する途上国の脆弱な社会層が直面する危機である。包
括的富の理論のように、持続可能な発展を福祉の非減少として抽象化して捉え直す行為
は、こうした持続可能な発展をめぐる現実の課題が捨象されてしまう危うさがある。
先進国一国レベルではなく、途上国一国レベルを対象とした富を考えるか、あるいは
何らかの形で世界レベルの富について考えることで、これらの脆弱な社会層を対象に含
めたとしても、今度は、世代という集団の分布特性を具体的にどのように包括的富指標
に表現するかという問題が生じる。昨年度報告書でも指摘した通り、理論に即して言え
ば、分布特性は各世代における福祉の集計方法によって表現され、それは各資本のシャ
ドウプライスを通じて富の価値にも現れる。しかし、先述のように、実際の推計ではシ
ャドウプライスに市場価格が用いられており、事実上、分布特性は考慮されていない。
その場合、たとえば、鉱物資源が豊富な国において、そこから得られる利益が一部の特
権階級に独占され、国民の大多数が貧困にあえいでいるような状態であっても、鉱物ス
トックの価値を市場価格と可採埋蔵量で評価する限り、総資本は非常に高く評価される
こととなってしまう。
また、理論上は、資本資産Κが真に包括的なリストであれば、富の増減は世代間福祉
の増減に等しいことになるが、実際には、データの制約などからリストの包括性を確保
することは困難である。そこで、次善の策として、シャドウプライスの大きい資本、つ
まり福祉に重大な影響を与える資本から優先的に富に含めることも考えられるが、上記
の理由から、価格に分布特性は考慮されない。
以上を考え合わせると、この指標の枠組みで分布特性を加味しようとすれば、意図的
に資本選択を工夫することが一つの解決策となる。つまり、それが失われることによっ
て、脆弱な社会層の福祉に重大な悪影響を与えるおそれのある資本や、気候や生態系の
危機に対抗する上での彼らの潜在能力を高める資本を優先的に富に含むのである。先の
例で言えば、鉱物資源からの利益の恩恵を受けることのない一般国民の潜在能力を高め
る教育水準や衛生状態などの要素を、重点的に資本として組み込むなどの方法が考えら
れる。
なお、先述のように、本研究では、日本社会の持続可能性を測る指標を中心に検討し、
加えて、可能な限りで、地球規模の持続可能性への影響を測る指標を提示するが、特に
統合指標については、基本的には前者の指標としての検討を行う。したがって、残念な
がら、本研究においても、上述の課題は統合指標として直接的に解決することはできな
い。
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第４節

個別指標の在り方

本節では、個別指標の指標群全体の構造や関係性、その背後にある考え方について検
討するとともに、統合指標との関係性について論じる。各指標をいくつかのカテゴリー
でまとめた集合を、
「分野別指標群」と呼ぶこととする。
なお、第２節で述べたように、個別指標によるダッシュボード型指標の長所は視点の
多面性と情報量の多さにあるが、他方で、指標の数や種類が多すぎると、視点が多面的
で情報量が多いがゆえに、広く市民に訴えるコミュニケーションのツールとしての有効
性が低下する。また、そもそも本研究の目的は、幸福度指標の今後の検討に資する提案
を行うことであるため、指標の数は、幸福度指標群全体の指標数から見て合理的な範囲
内に抑えることが望ましい。具体的には、幸福度指標試案の「経済社会状況」「心身の
健康」
「関係性」の３領域の指標は合計 110 個であることから、
「持続可能性」の領域の
指標も 30 個程度に抑えるべきであると考えられる。ただし、選択肢を提示するという
本研究の位置付けに鑑みると、提案そのものは 30 個程度に拘らず、選択の幅がある限
りは、できるだけ多様な指標の候補を掲げるべきである。
そこで、本研究では、個別指標を重要性に応じて「主要指標」と「補助指標」に分け
て提示することとする。すなわち、持続可能性面の指標として重要度が特に高いものを
「主要指標」として分類した上で、重要度は劣るものの、選択肢の一つとして検討に値
するものを「補助指標」として挙げる。

（１）個別指標の構造と想定される指標群
個別指標については、関係する指標を単純に列挙するというやり方もあるが、ダッシ
ュボード型の多くの指標は、程度の違いはあれ、何らかの考え方に従って選択され、分
類や配置がなされている。例えば、欧州各国など一部の国の持続可能性指標は、当該国
の持続可能な発展戦略の進捗評価を目的としていることが多く、その場合、一つひとつ
の指標も戦略を構成する各施策に対応するものが選択されている。
本研究では、指標の数値を改善することが、狭義の持続可能性の実現、すなわち世代
間衡平性や世代内衡平性の確保につながることが受け手に理解しやすいように、個別の
指標を選択肢、それらを分類・配置することとしたい。
その意味でもっとも参考となるのは、OECD グリーン成長指標であろう。第２章で
紹介したように、グリーン成長指標は、全体の構造や個別指標間の関係性についてのロ
ジックが明確で、それぞれの領域でのパフォーマンスが上がることによって、総体とし
てグリーン成長を促進する構図が描かれている。中でも、OECD の概念図（図 2-1）か
らも読み取れるように、「自然資産ベース」と「環境・資源生産性」の指標群は、それ
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ぞれ、自然資本の量と質の改善にかかわる指標、人工資本の資源効率にかかわる指標で
あり、両者の間には、
・ 自然資産ベースの量と質を改善することで、経済システムに対する自然資源の持
続可能な投入量や、経済システムからの廃棄物の吸収能力、その他の生態系サー
ビスの供給能力を向上させる。
・ 環境・資源生産性を改善することで、より少ない資源投入量と廃棄物の排出量で、
より多くの財・サービスの生産を得る。その結果、自然資産ベースへの負荷を減
らし、その量と質の改善にも貢献する。
という相互関係が想定されている。
本研究においても、基本的にはグリーン成長指標と同様、自然資本と人工資本の相互
関係を中心に、総体として持続可能性に貢献するような体系を構想する必要がある。こ
こではこれらを、
「自然資本の状態」指標群、
「資源消費と資源効率」指標群と呼ぶこと
にする。
A）「自然資本の状態」指標群
自然資本のストックとその変化、経済への投入や経済からの排出の現状を測る指標
群。
B）「資源消費と資源効率」指標群
自然資源の消費量や廃棄物の排出量はどの程度か、また、一定の自然資源の投入や廃
棄物排出に対して、どの程度の財やサービスが生み出されたか、リサイクルの程度は
どの程度か、を測る指標群。
それぞれの詳細については、第５章で論じる。
以上の２つの指標群は、基本的には、日本国内に存在する自然資本の状態や、日本の
生産や消費にかかわる資源利用の状況を記述するものだが、日本の持続可能性に貢献す
るものだけでなく、地球規模の持続可能性に貢献するものも含まれている。例えば、日
本の森林による二酸化炭素の吸収は、地球全体の大気中の二酸化炭素の削減に直接的に
資する。しかし、本章前半で議論した持続可能な発展概念の本来の趣旨から考えれば、
上記 A や B と若干の重複はあるとしても、
地球規模の持続可能性への影響については、
別途指標群として取り扱うことが適切であると考える。そこでこの指標群を、「地球規
模の持続可能性への影響」指標群と呼ぶことにする。
C）「地球規模の持続可能性への影響」指標群
日本国内の自然資本や経済活動の状況が、地球規模の持続可能性に直接的にどのよう
な影響を与えているかを測る指標群。

60

この指標群の詳細についても、第５章で改めて論じる。ただし、この指標群を考える
上では、国際貿易の影響をどのように扱うかを整理することが極めて重要である。そこ
で、具体的な指標の提案に先立ち、以下で、国際貿易と指標をめぐる理論的な論点につ
いて論じることとする。

（２）国際貿易の扱い
生産と消費がグローバル化した現状を踏まえれば、持続可能性を測る指標の構築にあ
たって、国際貿易を通じた環境影響をどのように捉えるかは極めて重要な問題である。
例えば温室効果ガスなどの廃棄物の排出については、国外に輸出される財の生産のた
めに国内で廃棄物が排出されることもあれば、逆に国内で消費される財の生産のために
輸出元の国で廃棄物が排出されることもある。したがって、排出を国内での生産に紐付
けて考えるのか、あるいは国内での消費に紐付けて考えるのかによって、各国における
温室効果ガスの排出量の計上の仕方や排出削減義務などの責任負担の構成が異なって
くる。特に後者の消費ベースの排出量については、近年、バーチャル・カーボン（virtual
carbon）やエンベディッド・カーボン（embodied carbon）などの指標をもとに多くの
分析が展開されているほか、OECD グリーン成長指標においても、生産ベースの炭素
生 産 性 （ production-based CO2 productivity ） と 需 要 ベ ー ス の 炭 素 生 産 性
（demand-based CO2 productivity）の両方を指標として計上している。同じように自
然資源についても、バーチャル・ウォーター（virtual water）やバーチャル・ランド
（virtual land）などの概念が考案され、国際貿易を通じた自然資源の利用状況の評価
が行われてきている。
以下では、個別指標の検討の前提として、外部性の生産の場合と資源利用の場合に分
けて、試論的に生産ベースと消費ベースの視点の整理を行う。
１．外部性の生産の場合
ここで想定しているのは、第一に、温室効果ガスや有害物質などの排出による地球温
暖化や健康被害など、廃棄物の排出に伴う外部性と、第二に、熱帯雨林やマングローブ
による洪水や高潮被害など、自然資源の採取や破壊に伴う外部性の二つである。
廃棄物の排出に伴う外部性については、廃棄物の排出者ないし排出国に責任を帰する
考え方と、廃棄物の排出を通じて製造された財の最終消費者ないし最終消費国に責任を
帰する考え方がある。Atkinson et al. （2012） の言葉で言えば、前者は production
emission についての責任であり、後者は consumption emission についての責任という
ことになる。責任の履行方法としては、温室効果ガスなどの排出削減義務の負担や、気
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候変動によって島嶼国などで生じる損害の保証義務などが考えられる。
一方、自然資源の採取や破壊に伴う外部性については、理論的には、資源の採取者な
いし資源の保有国に責任を帰す考え方と、資源を用いて製造する財の生産者ないし生産
国に責任を帰す考え方、さらには資源自体または資源を用いて製造する財の最終消費者
ないし最終消費国に責任を帰す考え方の３つがあり得る。責任の履行方法としては、資
源利用量の制限を課したり、森林破壊によって生じる洪水などの被害の補償義務を負わ
せたりすることが考えられる。
２．資源の利用の場合
ここで言う資源については、Daly and Farley （2011）の区分を参考に、理論的に
は次の二つを想定している。第一は、利用によって資源量が減少することを前提とした
「ストック・フロー資源」である。典型的には鉱物資源や化石燃料など再生不可能な自
然資源が該当する。また、再生可能ではあるが、人間の経済時間の範囲内では再生され
ない化石帯水層の地下水やジャイアント・セコイアなどの巨木林などもこれに分類され
る。第二は、資源量を減少させることなく資源ないし便益を提供することができる「フ
ァンド・サービス資源」である。例えば、化石帯水層など補充速度の遅い地下水を除け
ば、一国が一定期間に利用可能な再生可能な水資源の量は降水量や地形によって固定さ
れており、これは取水量によって変動することはない。また、持続可能な利用が行われ
ている限りは、生態系サービスを生み出す多くの生態系資本もファンド・サービス資源
に該当する。例えば、再生可能な管理が行われている森林資源や漁業資源や土壌からは、
毎年一定の持続可能な収穫が期待できる。ただし、これらの資源を持続不可能な形で利
用する場合は、ファンド・サービス資源ではなくストック・フロー資源としてその増減
を捉える方が適切である。
こうした資源の理論的区分を前提に、以下、資源の賦存量の計上方法、資源枯渇の責
任の所在、資源生産性を判断する際の考え方、資源利用の公平性を判断する際の考え方
に分けて整理する。
a）資源の賦存量の計上方法
資源の物理的な賦存量については、基本的には、資源が地理的に属する国にこれを計
上することが一般的であると考えられる。ジェニュイン・セイビングや包括的富指標な
どの持続可能性指標においても、自然資本の計上先は当該資本が地理的に属する国とし
ている。ただし、公海など各国の管轄が及ばない領域の資源の扱いや、鮭や鰻のように
各国の領海を横断して回遊する漁業資源の扱いについては、別途の検討が必要である。
b）資源枯渇の責任の所在
資源の賦存量をその地理的な保有国に計上する考え方の背後には、単なる領有権など
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の制度上の根拠のみならず、実際には資源枯渇の責任の所在をめぐる一定の仮定が存在
する。
たとえば、Atkinson et al. （2012）は次のように整理している。すなわち、
Martinez-Alier （1995）が指摘するように、こうした計上方法の下でジェニュイン・
セイビングを推計すると、持続不可能な国は資源輸出国である発展途上世界に分布する
傾向にあるが、貿易を通じた“ecological balance of payments”を考えれば、途上国か
らの資源に依存する先進国こそが本来は持続不可能であると考えることができる。しか
し、これついては、輸出用であるなしに関わらず国内の自然資源の減少への備えについ
ては、資源を採掘する側の国が責を負うべきであるとの反論が可能である（Atkinson
and Hamilton, 2002）
。
また、理論上は、途上国は自然資源の輸出による対価を人的資本や製造資本への投資
に割り当てることで総資本（包括的な富）の減少を回避することができるし、先進国は
自然資源の輸入に割り当てる資金の分だけ、国内の資本への投資を諦めざるを得ないこ
とから、持続可能性の評価に当たって“ecological balance of payments”による補正を
行う必要はないとも考えられる。
しかし、オープンアクセスによる過剰採取リスクが存在する場合やガバナンス上の失
敗など、その他何らかの要因で市場価格が真の希少価値を反映しない場合には、輸入国
は輸出国が失う自然資源の真の価値を完全に補償していないことになる（Atkinson et
al. （2012）。また、当然のことながら、上記１で検討したように、資源の採取に外部
性が伴う場合は、採取によって当該資源が枯渇するかしないかにかかわらず、地理的な
賦存とは異なる責任の構成が可能である。
Atkinson et al. （2012） は、こうした考え方を踏まえ、資源利用量を生産ベースと
消費ベースに分けて計算し、特に、消費ベースでの資源消費分を、消費国の global
sustainability への貢献から差し引くことを提唱している。しかし、厳密には、１の議
論と同様、資源の採取者ないし資源の保有国に責任を帰す考え方と、資源を用いて製造
する財の生産者ないし生産国に責任を帰す考え方、さらには資源自体または資源を用い
て製造する財の最終消費者ないし最終消費国に責任を帰す考え方の３つがあり得えよ
う。なお、現在のところ、貿易を通じた間接的な資源枯渇の責任を問う制度は存在しな
いが、理論的には、責任の履行方法として、資源利用量の制限を課す、真の希少性から
算出される理論価格と市場価格との差額の負担を求める、また、ファンド・サービス資
源の場合は、資源回復のための費用負担や再生可能水準を超えた分の補償を求めるなど
の方法が考えられる。

c）資源生産性を判断する際の考え方
資源生産性については、定義上、資源を用いて財を製造する生産国におけるそれを評
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価することになる。ただし、実際の評価対象は、当該資源を国境を超えて輸送すること
が物理的・経済的に可能であるか否かで変わってくる。鉱物資源や化石燃料など国境を
超えた輸送が物理的かつ経済的に可能な資源については、資源を輸入して財の生産を行
う国における生産性が評価対象となる。それに対し、土地など物理的に輸送が不可能な
ファンド・サービス資源や、農業や工業に用いる水のように輸送が物理的にも経済的に
も現実的ではない資源については、当該資源が賦存する国における生産性が評価対象と
なる。その場合、バーチャル・ウォーターやバーチャル・ランドのような消費ベースの
指標を用い、当該生産量を財の輸出先の国で生産していたと仮定した場合に必要とされ
る水や土地の量と、実際に財の輸入元の国（資源の賦存国）で用いた水や土地の量とを
比べることで、国境を超えた貿易による資源生産性の改善効果や財の配分の効率性を評
価することができる（Yang et al. , 2006; Liu et al., 2009）
。
d）資源利用の公平性を判断する際の考え方
資源利用の公平性については、第一に、資源自体または資源を用いて製造する財の最
終消費者ないし最終消費国の資源利用量に着目する考え方と、第二に、資源を用いて製
造する財の生産者ないし生産国の資源利用量に着目する考え方があり得る。
先述のように、バーチャル・ウォーター、バーチャル・ランド、Atkinson et al. （2012）
など、各国における生産ベースないし消費ベースでの資源利用量を推計し、比較した指
標や研究は多く存在する。しかし、どのような理論的根拠に基づき、具体的にどのよう
な基準で公平性を判断するかについては、これらの研究からは必ずしも明らかではない。
また、消費ベース指標の代表例の一つであるエコロジカル・フットプリントについて
は、一人当たりのグローバル・バイオキャパシティと各国の一人当たりのエコロジカ
ル・フットプリントを比較することで、公平性の判断の目安としているものの、耕作地、
牧草地、炭素吸収地など生態学的・経済学的性質の異なる複数の資源が包括的に計上さ
れているため、必ずしも具体的な公平性の判断に有効な視点を提供しているわけではな
い。
すなわち、第一に、実際の環境容量はあくまで個別の資源ごとに生じるため、例えば
世界の総エコロジカル・フットプリントがグローバル・バイオキャパシティの範囲内で
も、一部の資源のフットプリント（例：カーボン・フットプリント）が環境容量（例：
炭素吸収力の限界）を超える場合もある。したがって、エコロジカル・フットプリント
だけでは資源利用の配分・分配や人々の行動変容の指針とはならず、個別の資源ごとに
環境容量と消費量の関係を見て、公平性を判断していく必要がある。
また、第二に、化石燃料や鉱物資源のように、それ自体を国境を超えて取引し、移動
させることができるストック・フロー資源と、水や土地のように、それ自体は国境を超
えて取引したり移動したりすることがないファンド・サービス資源とでは、公平性の判
断の論拠が異なってくる可能性がある。特に、水や耕作地など、事実上物理的に移動で
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きない資源についての環境容量は地域ごとに存在するため、たとえ世界の総エコロジカ
ル・フットプリントがグローバル・バイオキャパシティの範囲内でも、局地的な資源制
約を超えてしまえば意味はない。したがって、それを回避するためには、不公平性を前
提に各国の EF をそれぞれのバイオキャパシティ内に限定するか、貿易など何らかのメ
カニズムを通じて、国境を超えた資源利用によって局地的な環境容量を回避しながら公
平性を担保する以外にない。
このように、公平性の判断に消費ベースの指標と生産ベースの指標のどちらを用いる
べきか、また、それらの指標をどのような理論的根拠に基づき、具体的にどのような基
準で公平性を判断するかについては、当該自然資源の生態学的・経済学的性質に応じた
さらなる検討が必要である。
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第４章

統合指標の推計例

前章で述べた通り、本研究では、統合指標の一例として、日本の包括的富の推計を行
う。ただし、本研究の主な焦点は環境面での持続可能性にあるため、製造資本や人的資
本については、基本的に UNU-IHDP and UNEP (2012)のものをそのまま用いる。ま
た、包括的富報告書の課題を踏まえ、推計の手法や用いるデータは大幅に変更する。
第 1 節では、UNU-IHDP and UNEP (2012)からの変更点のうち、全体にかかわる点
について概要を述べる。第２節では、鉱物資源・エネルギー資源、森林、農地、漁業資
源の順に、自然資本の価値の推計を行う。第３節では、これらを踏まえ、包括的富指標
を算出し、UNU-IHDP and UNEP (2012)のそれと比較しながら、推計結果の検証を行
う。

第１節

包括的富報告書の推計手法からの変更点（全体）

１．国内統計の使用
UNU-IHDP and UNEP (2012)は、各国比較の観点から、ストック量、レント価格と
もに、可能な限り国際的なデータを用いて推計を行っている。一方、本研究では、国際
比較よりも我が国自体の富の推移の正確な把握に重点を置くため、統計が存在する限り
は、できるだけ我が国の自然資本の実態を表す国内統計を用いる。
２．地上資源（都市鉱山）の扱い
後に見るように、日本の地下資源は大半を海外からの輸入に依存しているのが現状だ
が、地上に存在する金属資源、いわゆる都市鉱山の賦存量は世界の地下資源と比べても
決して少なくはない。本研究では、具体的な価値の推計は行わないものの、地上資源の
価値を富として算入するための考え方について、検討の方向性を整理する。
３．再生可能資源の扱い
a）再生可能エネルギー
気候変動問題への対応や新興国を中心に増え続けるエネルギー需要などを背景に、再
生可能エネルギーの普及は、世界のエネルギー政策や温暖化政策の大きな柱となってい
る。とりわけ、東日本大震災以降の国内エネルギー事情に鑑みれば、我が国のエネルギ
ー政策に占める再生可能エネルギーの重要性は極めて高い。しかし、UNU-IHDP and
UNEP (2012)では、再生可能エネルギー源の価値は富として計上されていない。
例えば火力発電を考えた場合、発電所の設備等は製造資本に計上され、燃料となる石
炭や天然ガスは自然資本の一部として計上されている。これを再生可能エネルギーに当
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てはめれば、太陽光パネルや風力タービンは製造資本に計上されることになるが、太陽
光そのものや風力そのものについても、たとえそれ自体が化石燃料のように市場で取引
されていないとしても、自然資本として計上すべきであると考えられる。
そこで本研究では、再生可能エネルギーを富に組み入れる試みの一つとして、現在利
用可能なデータを用いて、参考的な価値の推計を行う。
b）その他の再生可能資源
その他の再生可能資源としては、UNU-IHDP and UNEP (2012)と同じく、農地、森
林、漁業資源を自然資本として計上する。しかし、このうち漁業資源については、
UNU-IHDP and UNEP (2012)では、その再生可能性を考慮に入れておらず、言わば地
下の鉱物資源と同じように、各時点で存在する資源量を毎年獲り尽くした場合の富の価
値を評価している12。本来であれば、魚の増殖過程（再生過程）と漁獲量との関係性か
ら、将来にわたっての漁獲量の流列とその現在価値を求め、合算することで富の価値を
求めるべきである。そこで本研究では、可能な限り、漁業資源についても再生可能性を
反映した推計を行う。
４．生態系サービスの扱い
前章で述べたように、UNU-IHDP and UNEP (2012)では、供給サービスを除く全て
の生態系サービスの価値が、富の算出から排除されている。本研究では、森林の炭素吸
収・貯蔵サービスについて、木材、非木材森林資源などと並んで、森林の富の価値とし
て計上する。
５．シャドウプライスの推計方法
シャドウプライスは概念的には前章で説明したように理解できるが、たとえ代理とな
る何らかの市場価格が存在する場合であっても、そこから具体的にどのように富の価値
を算出するのかについてはさらに詳細な検討が必要である。本項では、既往研究成果と
して包括的富報告書および SEEA-CF を参考に、以下のようにシャドウプライスの推計
方法を整理した。
a）包括的富指標報告書
包括的富報告書では、レント価格（rental price）をシャドウプライスの代理値とし
て評価することで、各種資本の相対的貢献度についておおまかな示唆を得ることができ
るという想定に基づいている。
報告書はレント価格を「市場価格から生産コストを差し引いたもの」と定義している。
ただし、後述のように、データの制約から、UNU-IHDP and UNEP (2012)では日本の漁業
資源については推計を行っていない。

12
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具体的な算出方法は資源によって多少異なるが、概して以下の手順による。
(1) 当該資源について、各年の単位量当たり市場価格を特定する。
(2) GDP デフレーターを用い、物価変動の影響を取り除いた不変価格に変換する。
(3) 既往研究により算出された当該資源のレント率（rental rate）を掛ける（レン
ト率は経時的に一定と仮定）。
(4) 1990～2008 年の期間における平均価格に変換する。
レント率は、森林資源については Bolt et al.(2002)、その他については Narayanan
and Walmsley(2008)によって導出された値が用いられている。
農地（耕地・放牧地）については、以上の手順に加え、将来レントフローの純現在価
値（Net Present Value、以下 NPV と略す）を求めることで、農地 1ha 当たり富の平
均価値を算出し、これをシャドウプライスとして用いている。具体的には、まず 年に
おける 1ha 当たりレント価格（
（

）を求め、以下の式により 1ha 当たり富の総価値

）を求める。

⁄ 1

ここで、割引率 は 5%、計画期間 は無限と仮定されている。これを各年について合計
し、対象期間年数で割ることにより、1ha 当たり富の平均価値（

）を得る。

1

このように、ある資産から期待される将来便益フローの割引現在価値によって資産を
評価する方法は、収益還元法あるいは NPV アプローチなどと呼ばれる。SNA の資産評
価原則においても、観察可能な市場資産価格が入手できない場合に用いる代替的手法の
1 つと位置づけられており、地下資源や漁場などの評価に適用されている13。
b）SEEA-CF おける資産評価
SEEA-CF では、第 5 章「資産勘定」において、環境資産の物量・貨幣単位での測定・
評価方法を記述している。この中では、個別の環境資産について資源レント（resource
rent）を推計し、上述した NPV アプローチを用いて評価する方法が詳細に提示されて

13

SNA におけるもう 1 つの代替的手法は、当該資産の取得から処分を控除した価額を累積し、固定資産
については経過時間に応じて減価を控除した上で、再調達価格により再評価する方法である。在庫・耐久
消費財に適用されるベンチマーク・イヤー法や、固定資産に適用される恒久棚卸法がこれにあたる。
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おり、包括的富報告書より精度の高い推計を目指す上で、重要な基盤になると考えられ
る。以下では、SEEA-CF で規定されている資源レントの推計方法および NPV アプロ
ーチについて概説する。
・資源レントの推計方法
SEEA-CF の環境資産勘定では、資源レントを資産の採取者・使用者にもたらされる
余剰価値（surplus value）と考える。環境資産の文脈における余剰価値は、資産それ
自体に帰属させることが可能な範囲の利益とされ、あらゆるコスト・正常利益を考慮し
て計算される。
具体的な資源レントの導出方法は主に 3 つあり、中でも最もよく利用されるのは残存
価額法（residual value method）と呼ばれる手法である。これは、標準的 SNA 測度で
ある総営業余剰（GOS）から特定補助金を差し引き、特定課税を足し戻した上で、生
産資産のユーザーコストを差し引くことにより資源レントを得る手法である。表 4-1 に
は資源レントの導出に必要な変数間の関係が示されている。SEEA-CF では特に、営業
総余剰から、環境資産の採取に用いられる生産資産のユーザーコストを差し引かなけれ
ば、過大評価になってしまうという点が強調されている。
表 ４-1

フロー・収入項目間の関連

産出（Output）：採取環境資産の基本価格による販売高。全補助金含む。生産物への課税は除く。
－

操業コスト（Operating costs）
中間消費（Intermediate consumption）：購入者価格での財・サービスの投入コスト。
雇用者補償（Compensation of employees）：労働力の投入コスト。
その他の生産物への課税＋補助金

＝

SNA ベースの総営業余剰（Gross Operating Surplus – SNA basis）

－

採取に対する特定補助金

＋

採取に対する特定課税

＝

資源レントの導出のための総営業余剰（Gross Operating Surplus – for the derivation of resource rent）

－

生産資産のユーザーコスト（User costs of produced assets）
固定資本減耗（減価償却）（Consumption of fixed capital (Depreciation)）
＋生産資産に対する利益（Return to produced asset）

＝

資源レント（Resource rent）
減耗（Depletion）＋環境資産に対する純利益（Net return to environmental assets）

資源レント導出に必要な項目のうち、総営業余剰（GOS）や補助金・課税額は SNA
データベースから得られるが、生産資産のユーザーコスト推計値は通常入手できず、独
自に算出しなければならない。ユーザーコストに関する全体的解説としては、OECD
のマニュアルの「Measuring Capital」(OECD 2009)が詳しく、SEEA-CF も一部これ
を参照している。本マニュアルによると、ユーザーコストは最も単純なケースでは、ア）

69

資金調達コスト、イ）固定資本減耗（減価償却）、ウ）再評価（資産分類変更による期
待価格の変化など）の 3 要素から導出される。例えば住宅資産であれば、ユーザーコス
ト（UC）は以下のように計算できる。
UC＝住宅ローン利子費用＋減価償却費＋資産保有税
－キャピタルゲイン（値上がり益）
1993SNA において記録される標準的な資本測度と、ユーザーコストや関連変数の関
係は図 4-1 のとおりである。

図 ４-1

総合的な資本測度

年数-価格関数
Age-price function

純資本ストック
Net capital stock

固定資本減耗
CFC
投資
Investment

総ストック
Gross stock

純付加価値
Net value added

資本に対する利益
Return on capital
ユーザーコスト
User cost

資産除去関数
Retirement function
年数-効率性関数
Age-efficiency function

生産ストック
Productive stock

資本サービス
Capital services

出典：OECD(2009)
注：灰色部分は 1993SNA が扱う資本測度。

SEEA では、ユーザーコストは環境資産の採取に用いられる生産資産の固定資本減耗
（減価償却費）と正常利益という 2 つの変数から得るとされている。後者には、理論的
には特定の事業への投資リスクを反映した、特定事業利益率を用いる必要がある。しか
し堅実な事業収益率の推計値を提供できるほどに発達した金融市場は多くの場合存在
しない。そこで SEEA-CF では、現実的なアプローチとして、経済全体での利益率は国
債金利と等しくなると仮定することを推奨している。
資源レント推計上の問題はデータの制約にある。特に、単一資源の採取・収穫活動に
係るコスト・利益のみを分離したデータがない場合が多い。例えば、鉱業では同時に複
数の資源が採取されることも少なくない。また、一般的に環境資産の採取・収穫に関す
る産業の営業総余剰（GOS）データは、下流処理・精錬といった付加価値活動に投入
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される資本・労働力コストも反映されているため、純粋な採取活動に対する営業総余剰
を抽出することは、決して容易ではない。
・NPV アプローチについて
SEEA では環境資産の評価に NPV アプローチを適用し、資源レントの推計を含めた
基本的手順を以下のように定めている。
(1) 営業総余剰（GOS）の推計
(2) 資源レント（RR=GOS－特定補助金＋特定課税－ユーザーコスト）の推計
(3) 資産寿命の推定
(4) 将来の採取パターンの期待変化を考慮した、寿命期間における資源レントの予
測
(5) 適切な割引率の設定と NPV 公式の適用
現時点での資源レント（RR）の推計に留まらず、(3)資産の寿命期間を設定した上で、
(4)寿命期間における採取パターンの期待変化に基づく資源レントの変化を予測し、(5)
適切な割引率を設定して純現在価値に戻す、という手順が含まれている。SEEA-CF で
はこのような手順を経て算出したレントを現場資源レント（in situ resource rent）と
呼んで区別し、この値によって環境資産を評価することが望ましいと結論付けている。
前述のように、包括的富報告書の自然資本評価では、NPV アプローチは農地（耕地・
放牧地）と非木材森林資源にのみ適用されている。そこでは、資産寿命は無限期間、レ
ント率は不変、割引率は 5%という仮定が置かれている。一方、その他の資源について
は、(3)以降の手順は省略されている。このような手法の差異の理由は明記されていな
いが、資産寿命や採取パターンの変化予測が困難であるためと推察される。
本研究で日本における包括的富を推計するにあたっては、シャドウプライスとして
SEEA-CF で規定された残存価額法で導出される資源レントを用いることとする。その
中で、データの利用可能性や妥当性に応じて NPV アプローチを適用する。
６．価格の変化の扱い
レントの算出に用いる資源の市場価格やレント率は、様々な要因により年々変化して
いる。包括的富報告書では、市場バブルなどの偶発的な状況に左右される価格の変動の
みによる富の変化を排除するために14、上述のように、レント率を一定とするとともに、
レントも期間中の価格を平均化したものを用いている。このようにレントを固定するこ
とは、自然資本の物理的な変化のみに焦点を当てることができるというメリットがある。
しかし、包括的富の理論は、各資本の社会的な価値の総計を富として捉えるものであ
り、理論上は、シャドウプライスの変化、すなわち当該資本の社会的価値の変化も富の
会計に反映されるべきである。また、たしかに、乱伐や乱獲による資源枯渇が懸念され
14

UNEP and UNU-IHDP (2012), p.30.
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るような状況においては、このように物理的な変化のみに焦点を当てることは適切と考
えられるが、現在の日本においては、漁業資源などを除けば、物量上の変化よりも、む
しろ、社会的価値の変化の方が富の変動の要因として大きい場合があり、その点を考慮
しなければ、包括的富指標が目指すポートフォリオ・マネジメントの観点からも、有益
な視座が得られにくいものと考えられる。包括的富報告書でも、長期的には価格変化は
重要で、包括的富の推計に影響を与えうるとしている15。
そこで、本研究においては、シャドウプライスも変化させることを基本としながら、
検討の余地がある場合は個別の資産ごとに判断することとした。具体的には、期間中、
一貫して構造的な価値の下落がある場合は価格を変化させ、景気変動などによる短期的
な市場の変動のみによると考えられる場合は、価格を平均化する。どちらとも判断がつ
かない場合は、両方を試みる。

15

同上
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（補論１）賦存量、埋蔵量、資源量
ここでは、以後の議論のために、賦存量（abundance）、埋蔵量（reserve）、資源量
（resource）といった、資源のストック量を示す概念について整理する。
こうした概念としては、UNEP and UNU-IHDP (2012)のデータの出典元ともなってい
る U.S. Geological Survey によるものや、豪州 JORC 規定（The Australasian Code for
Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves）によるもの
がよく用いられる。これらの概念には必ずしも統一的な用語法があるわけではないが、
分類の基準となる軸はある程度共通している。まず、ア）地質学的な存在可能性、イ）
技術的な採掘可能性、ウ）制度的な採掘可能性、エ）経済的な採掘可能性が主に考慮さ
れる。また、地質学的な情報が限られた中での判断であることから、オ）情報の確度と
いう軸も用いられる場合がある。
例えば、Tilton（2006）による埋蔵量（reserves）の一般的な定義は、「既知であり
かつ現在の技術と価格で開発することによって利益があがる地下資源の量」である。つ
まり、ア〜エを満たす、ほぼ確実に利用可能なストックを指す。一方、資源量（resources）
は、埋蔵量に、「経済的ではあるがまだ発見されていない鉱床」と「予測可能な未来に
新技術の開発等によって経済的になると期待される鉱床」を合わせた鉱産物の量と定義
され、ア〜エの条件を一部満たさないが、将来利用可能になり得ると考えられるストッ
クを指す。埋蔵量にせよ資源量にせよ、探査の進展や新技術の開発、価格の変化、社会
情勢の変化等によって増減する動的な概念であることに留意する必要がある。そのよう
な変動のない純粋に物理的なストックの存在量は、賦存量（abundance）、地殻存在量
（abundance of elements in Earth’s crust）、資源量ベース（resource base）などと呼
ばれ、アによって判断される。
なお、本研究において金属や化石燃料のストック量の把握に用いる「埋蔵鉱量統計調
査」における可採粗鉱量の定義は、イ〜エを基本的に満たし、採掘可能と考えられるが、
アについて必ずしも満たすとは限らないものも含むため、埋蔵量と資源量の中間に位置
すると考えられる。一方、同調査における埋蔵鉱量の定義は、賦存量、地殻存在量、資
源量ベースなどに近い。

73

第２節

自然資本の価値の推計

（１）鉱物資源・エネルギー資源
１．金属（地下資源）
a）UNU-IHDP and UNEP (2012)における手法
UNU-IHDP and UNEP (2012)では、Arrow

変数

et al. (2012)の手法にならって金属鉱物資源
を評価している。対象とされている金属は、
ボーキサイト、銅、金、鉄、鉛、ニッケル、
リン、銀、スズ、亜鉛の 10 種であり、そのう
ち日本のデータが存在するのは、金、銀、銅、

埋蔵量
生産量
価格
レント率

データソース
U.S. Geological Survey(2011)
U.S. Geological Survey(2011)
U.S. Geological Survey(2011),
World Bank(2011)
Narayanan & Walmsley(2008)

亜鉛、鉛の 5 種である。それぞれの金属について、ストック量とシャドウプライスを求
め、それらを掛け合わせることで富を評価している。データソースは上表のとおりであ
る。
ストック量には埋蔵量（reserves）を用いており、データの精度が最も高いと考えら
れる最新年（2008 年）の埋蔵量を基準に、以下のように、各年の生産量（採掘量）を
足し合わせることで過去に遡って推計している。
（t-1 年のストック）＝（t 年のストック）＋（t 年の生産量（採掘量）
）
シャドウプライスにはレント価格を用いている。1990 年から 2008 年の各年の鉱物
の市場価格を、2000 年不変価格に変換してから 19 年間の平均価格を求め、それをレン
ト率と掛け合わせることで算出している。レント率には、GTAP（国際貿易分析プロジ
ェクト）のデータベースによる鉱物産業毎に異なる部門別レント率を使用している。
b）本研究における手法
本研究では、より確度の高い国内統計のデータに基づき、金、銀、銅、亜鉛、鉛、鉄
の価値を再推計する。シャドウプライスの算出に用いる国内のレント率についても、
SNA（国民経済計算）の「鉱業」
（石炭・原油・天然ガス鉱業、金属鉱業、砕石・砂利
採取業、その他の鉱業）のデータを用いて、残存価額法の考え方に基づき推計し直す r。
埋蔵量については、全国の事業所を対象とする「埋蔵鉱量統計調査」
（1951 年開始）
のデータを用いる（表 4-2）。この調査は、2004 年以降は 5 年周期で実施されており、
最新の調査は 2009 年である。日本はかつて銀や銅の世界有数の産出国であったが、資
源の枯渇、為替の変動相場制への移行、人件費や環境対策費の上昇等の要因により次々

74

に鉱山が閉鎖されてきた。銀、銅、亜鉛、鉛、インジウム等を生産していた豊羽鉱山（北
海道）が 2006 年 3 月に操業停止したため、現在、商業稼働している大規模金属鉱山は
金、銀を生産する菱刈鉱山（鹿児島県）を残すのみとなっている。2004 年調査におい
ては、金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛・亜鉛鉱、鉄鉱のデータが公表されていたが、生産企業が
2 社以下の場合は統計法によりデータを秘匿することとなっていることから、2009 年
調査では、埋蔵量が公表されている金属鉱物は金のみとなった。そこで本研究では、金
については 2009 年時点の可採埋蔵量を基準とし、それ以外の銀、銅、鉛、亜鉛につい
ては 2004 年時点の埋蔵量を基準として、各年の生産量を足し引きすることにより調査
対象期間（1990 年～2008 年）のストック量を算出する。
表 ４-2

H16 年調査

埋蔵鉱量

（2004 年 4 月）

可採粗鉱量

H21 年調査

埋蔵鉱量

（2009 年 4 月）

可採粗鉱量

日本における金属鉱物の埋蔵鉱量（含有量）
金

銀

銅

鉛

亜鉛

鉄

単位

kg

kg

t

t

t

t

確定

75,964

899,182

6,154

130,095

957,529

131,150

推定

59,276

705,024

5,235

110,075

485,085

47,471

予想

34,591

1,723,108

22,497

209,020

651,822

84,267

合計

166,831

3,327,314

33,886

449,190

2,094,436

262,888

確定

71,090

443,358

4,525

62,577

430,400

84,585

推定

53,598

486,580

3,908

73,819

331,891

35,120

予想

34,230

1,407,340

19,186

156,127

457,480

47,903

合計

158,918

2,337,278

27,620

292,523

1,219,771

167,608

確定

6,868

-

-

-

-

-

推定

2,696

-

-

-

-

-

予想

5,237

-

-

-

-

-

合計

14,801

-

-

-

-

-

確定

2,114

-

-

-

-

-

推定

804

-

-

-

-

-

予想

5,167

-

-

-

-

-

合計

8,085

-

-

-

-

-

「埋蔵鉱量」：地かく中に現存する鉱床の質量。可採粗鉱量：現存する鉱床の採鉱によって出鉱すべき粗鉱の質量、
すなわち、埋蔵鉱量のうち採鉱し得る量に混入すべきズリの量を加えた出鉱予定量。 「確定鉱量」：適当な区画
（分布線又は坑・単位確定面及び確定面によって形成された容積）により容積が確認された鉱量。 「推定鉱量」：
適当な区画により確定されてはいないが、探鉱の結果及び鉱床の性質により容積が推定される部分の鉱量をいう。
「予想鉱量」：確定鉱量及び推定鉱量としては計上できないが、地質鉱床的に容積が予想される部分の鉱量をいう。

（出典）埋蔵鉱量統計調査
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なお、埋蔵鉱量統計調査と U.S. Geological Survey（米国地質調査所）のデータを対
照させたところ、UNU-IHDP and UNEP (2012)で埋蔵量（reserves）として計算に用
いられている値は、埋蔵鉱量統計における「可採粗鉱量」の含有量の合計（確定＋推定
＋予想）と対応していた。つまり、現在の技術的・経済的な条件で採鉱できると考えら
れる資源量を、その地質学的存在可能性の高さや情報の確度に関わらず富のストックと
して捉えている。また、U.S Geological Survey のデータにおける日本の銀埋蔵量の計
量単位が誤っていることに起因して、UNU-IHDP and UNEP (2012)における日本の銀
の価値は、約 3 桁過大な推計になっている可能性がある。
なお、鉄については、UNU-IHDP and UNEP (2012)では日本については推計がされ
ていない。報告書の中で説明はないが、単にデータ元である U.S. Geological Survey
において、鉄の埋蔵量データが公表されていないことが理由と考えられる。そこで、鉄
についても、2004 年の埋蔵鉱量統計調査の結果にもとづき推計を行う。
シャドウプライスとしては、レント価格を用い、鉱物資源の市場価格とレント率の積
として求める。市場価格には World Bank の GEM（Global Economic Monitor）の価
格データを用いる。レント率は残存価額法の考え方に基づき、便宜的に SNA の「鉱業」
のデータを用いて推計する。まず、各期（1990 年～2008 年）のレント率を次式により
求める。
（レント率）＝（営業余剰・混合所得）／（産出額）
※（営業余剰・混合所得）＝（産出額）－（中間投入）－（固定資本減耗）－（生産・
輸入品に課される税（控除）補助金）－（雇用者報酬）
UNU-IHDP and UNEP (2012)においては、市場価格には研究対象期間（1990 年～
2008 年）の平均値を用い、レント率も固定の値を用いたため、シャドウプライスは一
定であった。本研究でも、短期的なレント率の変動の影響を取り除くために 19 年間の
レント率を平均化した値（6.54%）を、各期の市場価格と掛け合わせることでレント価
格を計算する。市場価格についても同様に平均化する。最後に、ストックとシャドウプ
ライスを掛け合わせることで、資源ごとの富としての価値を算出する。
c）結果
推計結果は表 4-3 に示す通りである。
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表 ４-3

鉱物資源の価値推計結果

（単位：億円、2000 年固定価格）

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

金

142

135

127

120

112

104

97

90

83

75

銀

49

47

45

43

41

40

39

38

37

36

銅

14

12

10

8

7

6

6

6

6

5

鉛

22

21

20

19

18

18

18

17

17

17

亜鉛

200

189

177

167

158

150

143

137

131

126

鉄

0.82

0.72

0.60

0.57

0.56

0.55

0.55

0.54

0.53

0.53

合計

428

404

380

357

337

319

303

289

274

259

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

金

68

61

54

47

41

34

26

19

13

銀

34

33

32

31

30

29

29

29

29

銅

5

5

5

5

5

5

5

5

5

鉛

16

16

16

15

15

15

15

15

15

亜鉛

120

117

113

109

105

101

101

101

101

鉄

0.53

0.52

0.52

0.52

0.51

0.51

0.51

0.51

0.00

合計

244

233

220

208

196

185

177

169

164

２．金属（地上資源）
先述のように、日本の地下金属資源は経済的に枯渇を迎えているものが多く、大半を
海外からの輸入に依存しているのが現状である。しかしながら、地上に存在する金属資
源、いわゆる都市鉱山に目を向ければ事情は異なる。独立行政法人物質・材料研究機構
（NIMS）の推計によれば、国内に蓄積された都市鉱山の賦存量は、金が 6800 トン（世
界の現有埋蔵量の約 16%）、銀が 6 万トン（同 22%）などと非常に多く、世界埋蔵量の
1 割を超える金属がほかにも多数存在している（表 4-4）
。
地下資源に恵まれない我が国の状況に鑑みても、また、世界レベルで限りある地下資
源を持続可能な形で利用していくためにも、こうした地上資源についても積極的に有効
活用を進めていくべきであり、また、富の会計においても、地上資源も自然資本の一種
として捉え、その価値を計上していくべきと考える。
ただし、地上資源の富としての価値の算出に当たっては、ストックの捉え方が非常に
難しい。表 4-4 に掲げた NIMS の推計は、地下資源で言う賦存量に該当する概念であ
り、そのままストック量として用いることはできない。そこで本研究では、具体的な価
値の推計は行わないものの、村上（2011）の整理を参考にしながら、ストックの考え
方について検討の方向性を整理する。

77

表 ４-4

蓄積量としての日本の都市鉱山規模

（出典）独立行政法人物質・材料研究機構（NIMS）ウェブサイト

村上（2012）では、地上資源（循環資源）を地下資源の採掘過程と照らし合わせて、
表 4-5 のような概念整理を行っている。これによると、金属資源は消費者の手元で使用
済みと見なせるようになったときに循環資源になると定義され、欲しい素材に加工され
るまでに、消費者の手元から使用済み製品を集めてくる段階（収集・運搬）、1 段階目
の選別（解体・分離・選別）、欲しい素材へと加工する段階（製錬・精錬）を経る。
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表 ４-5

人工資源と天然資源のアナロジー

モノ

天然金属資源

人工金属資源

鉱山 mine

都市鉱山 urban mine

粗鉱 crude ore

回収されたもの
crude secondary resources

精鉱 conentrates

一次選別済み循環資源（スクラップ）
upgraded secondary resources

プロセス

素材 material

素材（この時点で代替） materials

探査 exploration

マテリアルストック勘定と簡易評価 MSA

鉱区獲得 acquisition

インセンティブ有りの回収

採鉱 mining

分別収集 collection and transporetation

選鉱 mineral processing

一次選別 rough separation

製錬 mineral processing

狭義のリサイクルプロセス（製錬の場合も
あり） material recovery

業

鉱山（採鉱・選鉱） mining industry

収集・運搬業 collection and transp.

（include. processing）

スクラップ問屋（一次選別） scrap dealer

製錬 smelters

狭義のリサイクル業（時として天然資源の
場合と共通） material recovery industry

（出典）村上（2011）

また、村上（2011）は、循環資源の量的なポテンシャルを考える際には、社会の中
にどのような形態でストックが存在するのかを整理する必要があるとしている。図 4-2
でいうと、h が最終製品由来の循環資源のポテンシャルで、これに加工の際のロス（加
工屑）を加えたものが、循環資源の総ポテンシャルということになる。
ただし、こうしたポテンシャルは地下資源でいう“賦存量”に該当する。富の算出に
当たっては、総ポテンシャルではなく、経済的・技術的・制度的に利用可能な“埋蔵量”
に相当する量を用いる必要がある。総ポテンシャルのうちどれだけが実際の資源になる
かを知るためには、地下資源の埋蔵量と同じように、現在の社会経済情勢や回収技術を
踏まえてフィージビリティ・スタディを行う必要がある。ただし、村上（2011）によ
ると、地下資源と循環資源には２つの違いがある。第一に、循環資源は回収のタイミン
グを制御することが地下資源より難しい。すなわち、使用中のストックからの回収のタ
イミングは、回収する主体の意思決定ではなく、回収される主体の意思決定による。第
二に、ストックが使用済みとなる際に、循環資源として利用されなければ廃棄物処置が
なされる。それに対して地下資源の場合、資源を回収、すなわち採掘しなければそのま
まストックとして残存する。その結果、費用の考え方も異なってくる。循環資源の回収
の経済性の判断は、リサイクルの廃棄物処理と比較した場合の相対的な費用便益を考え
ることになる。
さらに、富の算出という観点から考えた場合、これらの特徴に加え、循環資源である
ことそのもの、つまり再生可能性も考慮しなければならない。すなわち、一度採掘すれ
ばストックから除かれる地下資源と異なり、循環資源は一度回収・再利用された後も、
さらに繰り返しリサイクルすることができる。一方で、漁業資源などの生物資源と異な
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り、金属は再生が進むにつれ散逸などによって減耗していく。その意味では、循環資源
は、いわば限定的な再生可能性を有するファンド・サービスとして捉えることが適切で
あろう。

図 ４-2

循環資源の所在

（出典）村上（2011）

３．化石燃料
a）UNU-IHDP and UNEP (2012)における手法
UNU-IHDP and UNEP (2012)では、基本

変数

的には前節の地下金属資源の場合と同様、
Arrow et al. (2012)の手法にならって評価を

埋蔵量

行っている。対象とされている資源は、石炭、

生産量

天然ガス、石油の 3 種であり、それぞれの資
源について、ストック量とシャドウプライス
を求め、それらを掛け合わせることで富を評
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価格
レント率

データソース
U.S.

Energy

Information

Administration(2011)
U.S.

Energy

Information

Administration(2011)
U.S.

Energy

Information

Administration(2011)
Narayanan & Walmsley(2008)

価している。データソースは上表のとおりである。ストック量は、金属資源と同様、最
新年（2008 年）の埋蔵量に各年の生産量（採掘量）を足し合わせていくことで過去に
遡って推計している。
シャドウプライスにはレント価格を用いている。レント価格は 1990 年から 2008 年
の各年の市場価格を米国の GDP デフレーターで調整した上で 19 年間の平均を求め、
対応する GTAP データベースの部門別レント率と掛け合わせることで算出している。
b）本研究における手法
基準となる最新年の埋蔵量については、石炭は JCOAL（一般財団法人石炭エネルギ
ーセンター）が推計した 2008 年末時点の埋蔵量（3.5 億トン）を用いる。石油と天然
ガスについては UNU-IHDP and UNEP (2012)と同様に U.S. EIA の公表値を用いる。
生産量については、経済産業省の「生産動態統計調査」の結果を用いる。
シャドウプライスとしては、レント価格を用い、化石燃料の市場価格とレント率の積
として求める。市場価格には World Bank の GEM（Global Economic Monitor）の価
格データを用いる。
レント率は残存価額法の考え方に基づきながら、便宜的に SNA（国民経済計算）の
「鉱業」のデータを用いて推計する。まず、各期（1990 年～2008 年）のレント率を次
式により求める。
レント率 ＝ 営業余剰・混合所得 ／ 産出額
※営業余剰・混合所得 ＝ 産出額 － 中間投入 － 固定資本減耗
－ 生産・輸入品に課される税（控除）補助金 － 雇用者報酬

その後、短期的なレント率の変動の影響を取り除くために 19 年間のレント率を平均
化した値（6.54%）を、各期の市場価格と掛け合わせることでレント価格を計算する。
レント率は平均化したが、市場価格は平均化していないため、レント価格は時点ごとに
変動する。
c）結果
推計結果は表 4-6 に示す通りである。
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表 ４-6

化石燃料資源の価値推計結果

（単位：億円、2000 年固定価格）

1,990

1,991

1,992

1,993

1,994

1,995

1,996

1,997

1,998

1,999

石油

142

140

138

136

135

133

131

129

128

126

石炭

1,360

1,333

1,308

1,284

1,261

1,240

1,219

1,205

1,193

1,180

379

378

378

377

377

376

376

375

375

374

1,881

1,852

1,824

1,798

1,772

1,749

1,726

1,709

1,695

1,680

2,000

2,001

2,002

2,003

2,004

2,005

2,006

2,007

2,008

石油

125

123

122

120

118

116

115

113

111

石炭

1,169

1,159

1,159

1,159

1,159

1,159

1,159

1,159

1,159

373

373

372

371

371

370

369

368

367

1,667

1,655

1,653

1,650

1,648

1,645

1,642

1,640

1,637

天然ガス
合計

天然ガス
合計

４．再生可能エネルギー
a）推計対象エネルギー
推計の対象は、発電用の再生可能エネルギーとし、固定価格買取制度の対象となる太
陽光、風力、地熱、中小水力、バイオマスに、一般水力（大規模水力）を加えたものと
する。熱エネルギーについてはデータの制約等により今回は扱わない。
b）ストック
・一般水力以外
一般水力以外の再生可能エネルギーのストック量には、環境省、経産省、農水省等が
行っている再生可能エネルギーの導入ポテンシャル調査の結果を用いる16。これらの調
査では、賦存量、導入ポテンシャル、導入可能量の３つの概念を用いて、再生可能エネ
ルギーのポテンシャルを推計している。コスト等検証委員会によれば、それぞれの定義
は以下の通りである。
・賦存量
設置可能面積、平均風速、河川流量等から理論的に算出することができるエネルギー
資源量。現在の技術水準では利用することが困難なものを除き、種々の制約要因（土
地の傾斜、法規制、土地利用、居住地からの距離等）を考慮しないもの。
・導入ポテンシャル
エネルギーの採取・利用に関する種々の制約要因による設置の可否を考慮したエネル
16 近年のポテンシャル調査については、コスト等検証委員会が 2011 年 12 月に「各省のポテンシャル調

査の相違点の電源別整理」を行なっている。
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ギー資源量。賦存量の内数。
・導入可能量
事業採算性に関する特定のシナリオ（仮定条件）を設定した場合に具現化が期待され
るエネルギー資源量。導入ポテンシャルの内数。対象エネルギーごとに建設単価等を
設定した上で事業収支シミュレーションを行い、税引前のプロジェクト内部収益率
（ＰＩＲＲ）が一定値以上（風力発電、中小水力発電、地熱発電では 8.0%以上）と
なるものを集計したもの。年次は特定していない。
先述のように、地下資源の場合、地質学的な存在可能性に基づく賦存量や資源量では
なく、技術的・制度的・経済的な採掘可能性を満たす埋蔵量を富の算定に用いる。再生
可能エネルギーについても、同じように、技術的・制度的・経済的な利用可能性を考慮
しない賦存量や導入ポテンシャルはストックとして考えるべきでない。そこで本研究で
は、シナリオ別の導入可能量（kWh）をストックとして富の算定に用いる。
・一般水力
一方、一般水力発電（大規模水力）については、経済産業省が公表している「全国の
包蔵水力」
（2009 年）のデータを用いる。包蔵水力とは、技術的・経済的に利用可能な
水エネルギー量のことであり、既開発・工事中・未開発（今後の開発が有望な水力エネ
ルギー）の 3 つに区分される。この区分における未開発を含めると、実際には他エネル
ギーのポテンシャル調査における「導入ポテンシャル」に近い概念となることから、
「導
入可能量」により近いと考えられる既開発と工事中の包蔵水力（kWh）の合計をスト
ックとして用いる。
なお、導入可能量や包蔵水力（既開発＋工事中）に基づいて計算した再生可能エネル
ギーのストックは、厳密に言うと、鉱物資源や化石燃料のストックと同じ意味でのスト
ックではない。第一に、再生可能エネルギーのストックは、日照や風況などの地理的特
性、技術的・制度的・経済的な利用可能性などを考慮した場合に、1 年間に発電可能な
電力量（kWh）を表しており、むしろフローに近い概念である。それに対し、鉱物資
源等のストックは、地質学的・技術的・制度的・経済的に考えて現時点で採掘可能な資
源の量の合計であり、純然たるストック概念である。
第二に、言うまでもなく、再生可能エネルギーは条件が不変である限り、絶えず同じ
電力量を得ることができる。したがって、時間を永遠に延ばせば、得られる電力量の総
計は無限になる。それに対して鉱物資源等は有限で、技術進歩や新たな鉱脈の発見よっ
て埋蔵量自体が変わらない限り、いつ採掘しようと得られる総量は変わらない。
しかし第三に、日照や風は、人間の意思とは関わりなく、一定時間当たり一定量しか
得られないため、一定期間に得られる再生可能エネルギーの量は、（技術的改善により
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ある程度高めることはできるものの、）自ずと限界がある。それに対して、鉱物資源等
は、採掘設備さえあれば、一定期間に採掘する量は人間の意思で自由に設定できる。
したがって、再生可能エネルギーは、先の Daly and Farley (2011)の分類に従えば、
ファンド・サービス資源に該当する。
c）シャドウプライス
・一般水力以外
シャドウプライスは、２種類の想定を行った。第一は、2012 年度単年でのレント価
格である。具体的には、固定価格買取制度で設定された現在の調達価格から、コスト等
検証委員会において示された建設費や運転維持費等から算出した単位発電量当たりの
費用（単位：円/kWh）をひいた、単位発電量当たりの余剰分である。

建設費
調達期間

運転維持費
シャドウプライス 調達価格

24 時間 365 日 設備稼働率

第二は、この余剰の値が永続的に続くと仮定したときの純現在価値（NPV）である。
発電施設には寿命があるが、上述のように、再生可能エネルギー自体は条件が変わらな
ければ永久に同じ電力量を得ることができるため、無期限を仮定する。割引率は、
UNU-IHDP and UNEP (2012)と同じく 5%とした。

建設費
調達期間
24 時間 365 日 設備稼働率
運転維持費

調達価格
∞

シャドウプライス

1 割引率

t 0

t

前者は、導入可能量等が最大限活用された場合に単年で生み出される余剰を指すもの
であり、再生可能エネルギーの永久性を考えれば、富の価値としては過少に評価してい
る可能性がある。
一方、後者は、将来得られる分を考慮した余剰価値だが、当然のことながら、固定価
格買取制度の下での調達価格は年々変更されるだけでなく、再生可能エネルギーの多く
は技術的にも市場的にも未成熟であるため、制度終了後に純粋に市場で形成される価格
はもちろん、制度期間内も含め費用の動向も未確定な部分が多い。
なお、固定価格買取制度の調達価格は、再生可能エネルギーの将来的な技術開発や市
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場規模の拡大を促すことを目的として設定されたものであり、それ自体は現在の技術・
市場環境から考えれば過大ではあるが、将来的には費用自体も低下すると考えられるこ
とから、レント価格自体が過大であるか過小であるかは一概には言えない。
・一般水力
一般水力発電のシャドウプライスも、基本的には同様にレント価格（単位発電量当た
りの余剰分）として求める。ただし、固定価格買取制度の調達価格のように一般水力発
電のみに限定した価格は存在しないことから、他の電源による発電分を含む 2008 年の
実際の電気料金（家庭用電力料金と事業用電力料金を、電気消費量全体に占める割合で
加重平均した値）から発電費用を引いた値をレント価格として用いる。

d）結果
推計結果は表 4-7 に示す通りである。
表 ４-7

再生可能エネルギー源の価値推計

太陽光

風力

地熱

（単位：億円）

水力（中小＋

バイオマス

合計

一般）
単年度
NPV

126,384

450,116

56,380

20,931

-

653,811

2,654,064

9,452,430

1,183,983

439,545

-

13,730,022
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（２）森林
１．木材資源
a）UNU-IHDP and UNEP (2012)における手法
UNU-IHDP and UNEP (2012)では、Arrow
et al. (2012)の手法にならい、ストック量とし

変数
森林ストック

データソース
FAO(2010, 2006, 2001, 1995)

て各年の商業利用可能な総木材体積、シャド

商業利用可能な森

ウプライスとして期間（1990～2008 年）平均

林ストック

の木材の単位レント価格を用い、2 変数を掛け

木材生産

FAO(2011)

木材生産額

FAO(2011)

レント率

Bolt et al.(2002)

ることで富を評価している。データソースは
上表のとおりである。

FAO(2005)

なお、レント価格は、木材資源の加重平均価格に Bolt et al.(2002)の地域別レント率
を掛けることで得ている。Bolt et al.(2002)は、レント率を（
（市場価格－生産コスト）
÷（市場価格））と定義し、先行研究および世界銀行スタッフによる推計に基づき特定
している。具体的な値は、東・東南・南アジア全体で 50%、アフリカで 30%、ラテン
アメリカ全体で 55%、温帯に属する国で 40%である。
b）本研究における手法
本研究では、ストック量の各年の商業利用可能な森林体積を、より日本の実態を反映
できるように推計する。日本の森林面積は約 2512 万ヘクタールで、このうち天然林が
約 1300 万ヘクタール、人工林が約 1000 万ヘクタールで推移してきた。日本における
木材生産は人工林施業が中心となっており、天然林（多くは広葉樹林）での木材生産は
極めて限られた地域でしか行われていない17。そこで本研究では木材生産に利用可能な
森林面積の代理値として、林野庁『森林資源の現況』から「人工林面積」を用いること
とする。調査はおよそ 5 年毎に行われており、1990、1995、2002、2007 年について
のみ入手可能であったため、データのない年度については線形補間を行った。
次にシャドウプライスとして木材単位レント価格を推計する。Bolt et al.(2002)によ
れば日本でのレント率は 40%であるが、より実態に近い値を出すため、ここでは
SEEA-CF で定義された残存価額法による推計を試みる。
まず、農林水産省『生産林業所得統計』から得られる各年木材産出額に、生産林業全
体における平均所得率を掛けることで、各年の木材生産所得（営業総余剰）を算出する。
なお生産林業には、木材生産・薪炭生産・栽培きのこ類生産・林野副産物採取の 4 部門
が含まれるため、木材生産とその他の部門の所得率が等しいという仮定を置いている。
17

FSC ジャパン HP「森林管理の原則と基準―FSC 森林管理の原則と基準」
http://www.forsta.or.jp/fsc/modules/pico/index.php?content_id=26（2013/02/19 閲覧）
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所得率は以下の式で定義されている。

所得率＝

林業粗収益

物的経費 減価償却費・間接税を含む ＋経常補助金
林業粗収益

次に、この木材生産所得から木材採取に対する補助金を控除する必要がある。林業に
関連した補助金の総額としては、林業関係の一般会計予算のうち、「林道事業の推進」
「造林事業の推進」
「間伐促進強化対策」が該当する18。しかし、これらの補助金には、
森林の公益的機能（水源涵養、斜面崩壊防止等）の発揮といった木材採取以外の目的で
支払われる部分も含まれており、どれだけが純粋に木材採取のために支出されているか
を割り出すことはできないため、本研究でのレントの推計では、補助金の控除は行わな
い。次に、2000 年不変価格に換算したうえで、各年木材生産量で割ることで、木材単
位レント価格を得る。最後に、この値とストック量を掛けることで、日本における木材
資源の富の総価値とする。なお、UNU-IHDP and UNEP (2012)と異なり、本研究では
木材資源のレント価格の平均かは行わない。レント価格は、外国産材との価格競争や木
材需要の低下等を背景に傾向的に下がってきているが、これらは、景気変動等による短
期的な変動とは異なり、日本国内における木材資源の富としての価値の低下を反映して
いるものと考えられるからである。
２．非木材森林資源
a）UNU-IHDP and UNEP (2012)における手法
UNU-IHDP and UNEP (2012)では、ストッ

変数

ク量として非木材森林資源の採取に利用され

森林面積

る森林面積を用いている。これは全森林面積の

非木材森林資源

10%と仮定されている。シャドウプライスとし

の価値

ては Lampietti & Dixon(1995)による非木材

非木材森林資源

森林資源の単位面積当たり経済的価値の推計

れる森林の割合

を用い、富の総価値を、割引率 5%・無期限に

割引率

の採取に利用さ

データソース
FAO(2012)
Lampietti & Dixon(1995)

World Bank(2006)
5%と仮定

おける将来便益フローの割引現在価値として算出している。データソースは上表のとお
りである。
b）本研究における手法
Lampietti & Dixon(1995)は非木材森林資源について、途上国で森林 1ha あたり
18

1997 年度より林道事業・造林事業の予算区分は「森林保全整備事業」
「森林環境整備事業」に再編され
ている。
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145US ドル、先進国で 1ha あたり 190US ドルと推計した。日本には先進国の値が適
用されている。しかし、この非木材森林資源の内容には「マイナーな森林生産物の採取、
狩猟、レクリエーション・観光、水域保護、炭素貯留、オプション・存在価値」と極め
て幅広い価値が含まれており、実態を反映しない代理値である可能性が高い。特にオプ
ション・存在価値は CVM によってのみ評価可能であるが、この手法は基本的に包含問
題やフレーミング問題等を伴うものであり、各国内の条件に応じた慎重な調査を行わな
ければ信頼性のある値は得られない。したがってここでは、レクリエーション・水域保
護・オプション・存在価値といった調整・文化的サービスは扱わず、供給サービスにの
み焦点を当てて評価する。
日本における木材以外の林産物については、林野庁が『特用林産物生産統計調査』を
行っている。ここでの特用林産物とは、「食用しいたけ・えのきたけ・ぶなしめじ等の
きのこ類、樹実類及び山菜類等、非食用のうるし・木ろう等の伝統的工芸品の原材料、
並びに竹材・桐材・木炭等の森林原野を起源とする生産物（一般に用いられる木材を除
く）の総称」である。ここで、このうちの栽培きのこ類は大半が森林内ではなく工場内
で菌床を用いて生産されることから、森林からの便益として扱うのは適切ではない。よ
って本研究では、栽培きのこ類を除いた、「薪炭材生産」と「林野副産物採取」からの
便益を評価対象とした。
まずストック量としての各年の薪炭材・林野副産物採取に利用可能な森林面積を推定
する。薪炭材や林野副産物は、スギ・ヒノキ・マツ等の針葉樹人工林ではなく、主に広
葉樹天然林から生産されると考えられる。そこで、林野庁『森林・林業白書』から天然
林面積を特定したうえで、UNU-IHDP and UNEP (2012)の手法に基づき、約 10%が採
取に利用されている面積であると仮定して、ストック量を求めた。
シャドウプライスとしては、薪炭材・林野副産物の単位レント価格を残存価額法に基
づき推定する。農林水産省『生産林業所得統計』より得られる薪炭材・林野副産物の生
産額に、生産林業全体の平均所得率を掛けることで、薪炭材・林野副産物による所得（営
業総余剰）を得た。正確なレント価格の推計には、ここから薪炭材・林野副産物生産に
対する補助金・課税額を調整し、ユーザーコストを控除する必要があるが、これらの財
の生産に関する経営統計データは得られなかった。よってこの所得をレント価格の代理
値として用いる。これを 2000 年固定価格に変換した上で、天然林総面積の 10%で割る
ことにより、単位面積当たりの不変レント価格を得た（本来は生産プロセスに実際利用
された面積で割る必要がある）
。この価格の割引率 5%・無期限における割引現在価値を
求めることにより、単位面積当たりの富の総価値を得、最後に各年の立木地天然林面積
を掛けることで、富の総価値を得た。
なお、日本の国有林野には、地域住民の慣習的な利用が許可された「共用林野」とい
う区域が存在する（1988 年約 180 万ヘクタール、2011 年約 131 万ヘクタール）。森林
管理署との契約に基づき、地域住民はここで自家用の薪炭・山菜・きのこ等の林産物を
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採取できる。ただし利用できるのは公益的な事業に限られていることから、この採取分
は『生産林業所得統計』では記録されず、本研究の評価には含まれていない。
３．炭素吸収・貯蔵サービス
a）UNU-IHDP and UNEP (2012)におけるデータ
UNU-IHDP and UNEP (2012)では、森林の炭素吸収・貯蔵サービスは評価対象とさ
れていない。しかし森林が炭素を蓄積・吸収することにより気候変動を緩和する機能は、
森林がもたらす重要なオフサイト便益（資産の所有者ではなく第三者へ帰着する公的便
益）であると考えられるため、本研究では木材資源などの価値とは別に炭素吸収・貯蔵
サービスの価値の推計を試みる。
b）本研究におけるデータ
森林総合研究所(2001)は、日本の森林の炭素量蓄積量を、全樹種平均で、1990 年 41.4
トン/ha、2000 年 50.0 トン/ha と推計している（枝葉根を含んだ林木の炭素が対象で、
森林土壌中の炭素は対象外）19。なお、1990 年と 2000 年の値の差は、その間に森林が
成長することによって吸収された炭素と、森林の伐採などによって排出された炭素の両
方を含んでおり、正味の炭素吸収を反映している。まず、これらの２つの値を線形補完
することで、1990 年から 2008 年までの各年の１ha あたりの炭素蓄積量を求める。蓄
積された炭素 1 トン当たりのシャドウプライスは、232 の研究をメタ分析した Tol(2005)
の結果から、純時間選好率 3％の下での社会費用 50 ドル/トンを使用する。この値に、
林野庁『森林資源の現況』から得られる各年の日本の総森林面積を掛けることで、日本
全国の森林による炭素貯蔵の価値を産出する。
なお、適切な管理（植林・間伐・下刈り）によって森林の炭素吸収・貯蔵サービスは
維持・改善されるため、実際に行われた管理に係る資本・労働力コストを差し引く必要
があるとも考えられるが、これらのコストは木材資源の評価においてすでに控除してい
るため、ここでは控除しない。
４．推計結果
推計結果は、表 4-8 に示す。まず 3 つの資源・サービスの中では、木材を供給する富
としての価値が最も大きいことが示された。ただし、木材・非木材森林資源については、
レント算出時に補助金を控除していない分、過大評価となっている可能性がある。
次に、各資源・サービス別に経年変化をみる。木材資源の富は 1990 年代前半には横
19

森林総合研究所「平成 13 年度研究成果選集 2001―日本の森林炭素吸収量とその分布」
http://www.ffpri.affrc.go.jp/pubs/seikasenshu/2001/18matsumoto.html（2013/02/19 閲覧）
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ばいであるが、1995 年以降、大きく下落してきている。日本では 1990 年以降人工林
の面積や体積は変動がほとんどないことから、これは主に単位レント価格の減少による
ものである。
『平成 17 年度森林・林業白書』によると、昭和 55（1980）年から平成 16
（2004）年の間に、経費となる伐出業賃金が約 1.5 倍に上昇する一方で、日本の代表樹
種であるスギの丸太価格は 4 割程度の水準に低下、山元立木価格は約 2 割にまで下落し
ており、この中で単位レント価格（生産額－生産コスト）の減少が生じたと考えられる。
国産丸太・立木価格の下落要因については、外国産材との価格競争や、木造住宅着工数
の減少等に伴う木材需要の停滞が挙げられる。
非木材森林資源の富も同様に 1996 年頃から減少している。
『平成 19 年度森林・林業
白書』によると、今回対象としたきのこ類以外の特用林産物は輸入製品の流通増加に伴
って国内での生産量自体が減少しており、このことが富の減少に影響したと考えらえる。
最後に、炭素吸収・貯蔵サービスは、面積の減少にもかかわらず、樹木自体の成長（体
積の増加）を反映して増加しており、2008 年には約 7 兆 7 千億円と見過ごせない規模
の価値となっている。
表 ４-8

木材資源
非木材森林資源
炭素貯蔵
合計

木材資源
非木材森林資源
炭素貯蔵
合計

森林の富の価値推計結果（単位：億円・2000 年不変価格）

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

294,885

296,179

279,110

297,870

297,465

298,324

319,480

297,374

268,198

275,829

3,054

2,932

2,644

3,205

1,819

2,250

2,607

2,048

1,743

1,714

56,242

57,380

58,517

59,653

60,787

61,921

63,077

64,233

65,388

66,544

322,473

323,633

306,263

325,571

323,766

325,044

346,553

323,886

294,401

301,999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

262,251

245,238

223,942

231,409

213,289

198,622

201,116

201,349

188,640

1,681

1,206

1,380

1,437

1,422

1,077

1,056

985

986

67,699

68,853

70,008

71,158

72,308

73,458

74,607

75,756

76,919

288,385

270,894

249,768

257,287

239,147

224,131

226,599

226,756

214,048
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（３）農地
a）UNU-IHDP and UNEP (2012)における手法
UNU-IHDP and UNEP (2012)では、評価対
象を耕地と牧草地に分けているが、牧草地につ

変数

データソース

作物生産量

FAO(2011)

作物生産額

FAO(2011)

レント率

Narayanan & Walmsley(2008)

作物収穫面積

FAO(2011)

割引率

5%と仮定

ストック量は各年の利用可能な全耕地（牧草

永久耕作地面積

FAO(2011)

地）の物理量である。これは現在作付・栽培が

永久牧草地面積

FAO(2011)

いては、牧畜関連の生産物レント価格と、その
生産プロセスに関わる特定の土地面積とを関
連付けることが困難であるという制約から、シ
ャドウプライスは耕地と同じ値を用いている
点に注意が必要である。

おこなわれていない一時的休耕地等も含めた量と考えられる。シャドウプライスとして
は期間平均の作物の単位面積当たりレント価格を用い、割引率 5%・無期限における単
位面積当たりの富の総価値を算出した上で、ストック量と掛けることにより、農地の富
の総価値を得ている。
b）本研究における手法
シャドウプライスとしては、農作物・畜産物の単位面積当たりレント価格を残存価額
法により推定する。耕地からの農作物と牧草地からの畜産物のレント価格を統一して推
定するのは、UNU-IHDP and UNEP (2012)と同様畜産物のレント価格と生産エリアを
リンクさせるのが困難であることと、農作物のみのレント価格を導出するための統計が
不足していることによる。データソースには農林水産省『生産農業所得統計』及び『平
成 21 年度農業・食料関連産業の経済計算』を用いる。まず前者から生産農業所得（生
産林業所得と同様の算出方法）を特定する。この値から、後者の統計で得られる経常補
助金額を控除し、間接税を足し戻し、さらに Narayanan & Walmsley(2008)における
日本の農業付加価値の要素別シェアのうち土地分の 0.18 を乗じることで、日本におけ
る農産物の総レント価格の代理値を得る。これを GDP デフレーターによって 2000 年
固定価格に変換したうえで、農林水産省『平成 23 年耕地及び作付面積統計』から得ら
れる作付・栽培延べ面積で割ることで、単位作付・栽培面積当たりのレント価格を得る。
さらに割引率は UNU-IHDP and UNEP (2012)と同じ 5%として、無期限での将来便益
フローの割引現在価値を算出することで、単位面積当たりの富の総価値を得る。最後に、
「総耕地面積」（田・普通畑・樹園地・牧草栽培地の総面積であり、本格的な工事なし
に耕作再開が可能なものは耕地に含まれる）を掛けることで、日本の農地の富の総価値
を求める。
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c）結果
推計結果は表 4-9 に示す。日本における農地の富の価値は、経時的に減少してきてい
ることが分かる。これは、単位面積当たりの農業生産から得られる余剰価値の減少と、
耕地面積の減少の 2 つの要素が組み合わされた結果である。農業生産からの余剰価値の
減少は、農産物価格の低下や生産量の減少、および農業生産に必要な資材の価格上昇が
主な要因となっている。また耕地面積は、
『平成 20 年度食料・農業・農村白書』による
と、1961 年の 601 万ヘクタールをピークに一貫して減少し、2008 年は 462 万 8000 ヘ
クタールと約 7 割にまで減少している。2008 年におけるかい廃（田畑が他の地目に転
換し作物栽培が困難な土地となること）要因は耕作放棄が 41%、宅地等への転換が約
39%となっており、近年は農地の転用規制の厳格化はもとより、耕作放棄地の解消・発
生防止が喫緊の課題とされている20。耕作放棄面積は 1985 年以降増加し、2005 年には
38 万 6000 ヘクタールに上った。平成 21（2009）年に農林水産省が実施した全国市町
村対象の意向調査では、耕作放棄の理由として「高齢化・労働力不足」や「地域内に引
き受け手がいない」等の担い手不足が最大の要因となっており、次いで「農産物の価格
低迷」や「収益の上がる作物がないこと」といった経営条件の悪化が挙げられている。
表 ４-9

農地
(参考)全耕地面積
単位：千 ha

農地
(参考)全耕地面積
単位：千 ha

20

農地の富の価値推計結果（単位：億円・2000 年不変価格）

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

193,974

198,225

193,061

187,727

205,067

188,878

183,327

168,161

175,674

161,547

5,243

5,204

5,165

5,124

5,083

5,038

4,994

4,949

4,905

4,866

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

154,470

151,267

154,295

162,617

155,129

149,428

144,510

138,515

128,791

4,830

4,794

4,762

4,736

4,714

4,692

4,671

4,650

4,628

農林水産省（2010）.
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（４）漁業資源
a）UNU-IHDP and UNEP (2012)における手法
UNU-IHDP and UNEP (2012)では、ストッ

変数

データソース

クとして各国漁場面積における各年の利用可

漁業ストック

Richard et al. (in press)

能な漁業ストック、シャドウプライスとして期

漁獲額

SAUP(2011)

間平均の漁獲 1 トン当たりの加重平均レント
価格を推計し、2 変数を掛けることで漁業資源

漁獲量
レント率

の富の総価値を得ている。

SAUP(2011)および
Sumaila et al.(2005)
Narayanan & Walmsley(2008)

ただし、データの制約から、評価対象はオーストラリア、カナダ、南アフリカ、米国
のみに限られており、日本については推計を行っていない。ストックについては、RAM
Legacy Stock Assessment Database のデータから、各国ごとに異なる種の組み合せの
総バイオマスを用いている（オーストラリア 12 種類、カナダ 9 種類、南アフリカ 10
種 類 、 米 国 80 種 類 ）。 シ ャ ド ウ プ ラ イ ス に つ い て は 、 Sea Around Us
Project(SAUP(2011))の水揚げ量と水揚げ価格の合計からトン当たり価格を導いている。
b）本研究における手法
シャドウプライスは、漁獲 1 トン当たりのレント価格を残存価額法により推計する。
木材や農産物と同様の方法で、農林水産省『漁業経営調査』
（平成 15 年以前は『漁業経
済調査報告』）を用いて、海面漁業所得（漁労収入－漁労支出）を求める。漁業経営体
には、ア）個人経営体、イ）会社経営体、ウ）共同経営体、エ）漁業協同組合、オ）漁
業生産組合、カ）官公庁・学校・試験場があり、このうち調査対象となっているのは大
多数を占めるア～ウである。これらの経営体別の収入・所得・漁獲量・経営体数に関す
る情報を用いて、全経営体平均の所得率を算出する。ただし、データが得られる年次が
限られていたため、1990～2008 年で所得率は一定と仮定した。また採取に係る補助金
額や生産資産のユーザーコストは、データの制約上、控除していない。この所得率と、
『海面漁業生産統計調査』における海面漁業生産額を掛けることで、各年の海面漁業生
産所得（総レント価格）を得る。さらに GDP デフレーターによって 2000 年固定価格
に変換し、各年の海面漁業生産量で割ることによって、各年の漁獲量 1 トン当たりの単
位レント価格を算出する。
ストックについては、2 通りの手法を用いて評価を試みる。第一の手法は、包括的富
報告書と同様、資源量（総バイオマス）を用いるやり方である（手法 A とする）。資源
量は、独立行政法人水産総合研究センターの「平成 23 年度魚種別系群別資源評価」に
おける資源量推定値を用いる。水産総合研究センターは水産庁の委託を受けて 2001 年
から日本周辺水域に分布している主要な水産資源（漁獲可能量（Total Allowance Catch:
TAC）制度対象種であるマアジ・マイワシ・マサバ・サンマ・スケトウダラ・ズワイガ
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ニ・スルメイカ等を含む約 40～50 種）の資源評価を行っている。平成 23 年度調査で
対象とされた 52 魚種 84 系群のうち、資源ストックの絶対量が推定されていたのは、
マイワシやマアジを始めとする 22 種のみであった。これらの魚種資源量推定値を合計
することにより、利用可能な漁業ストックとする。この値に、1 トン当たりの単位レン
ト価格を掛けることにより、各年の漁業資源の富の総価値を得る。
しかし、手法 A は、言わば地下の鉱物資源と同じように、現時点で存在する資源量
をそのまま獲り尽くした場合の富の価値を評価したものである。このような富の捉え方
は、漁業資源の再生可能性を考慮に入れておらず、現実の漁業の在り方にも大きく反し
ている。
そこで以下では、漁業資源の富としての価値の評価法について試論的な考え方を提示
した上で、手法 B として、既存の統計の許す範囲内で、この考え方に沿って資源価値
を推計する。
まず、単純化のため、 期におけるある魚種の捕獲量をストックに対して線形の関係
にあると仮定し、以下のように置く。
,
ここで

は捕獲努力量、

一定と仮定すると（

は個体数、 q は収穫能率を表す。捕獲努力が現在のまま
）、当該魚種の富としての価値は以下のように表すことが

できる。

∙

ただし、

∙

はシャドウプライスを表す。

たとえば、当該魚種の増殖過程が、以下のようなアリー効果内包型のロジスティック
増殖に従うと仮定する。

1
（0
現在の個体数を

。
0

1

：最大存続可能個体数、 ：環境容量。 ：自然増殖率）
とすると、捕獲努力の違いによる毎期の捕獲量は、たとえ

ば下図のように表される。捕獲努力が

の場合、3 期で個体群が絶滅するため、富とし

ての価値は今年を含め 3 年分の漁獲高の流列の現在価値となる。一方、

の場合、２

年目で捕獲量＝増殖量となり、以降は永久にこの捕獲量が続くことになり、富としての
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価値は、この無限期間の流列の現在価値の合計で表される21。

dN (t) / dt

hA (t)  qE A N (t)

hB (t)  qEB N (t)

H A0

H A1
H B0

H B1

HB2

H A2

H A3

N (t)
N0

上記のような考え方で富の価値を評価するには、特定の環境下における各魚種の増殖
曲線についての知識が必要である。上述の「魚種別系群別資源評価」では、平成 13 年
度以降、現在の資源量と併せ、漁獲シナリオごとの見通しについて評価を行っており、
本来であれば、これらの評価で用いられた各魚種の漁獲量についての予測値を用いて詳
細な推計を行うことが望ましい。しかし、当該調査には、各年度におけるデータの不連
続性などの制約もあるため、ここでは、代わりに、『海面漁業生産統計調査』の海面漁
業総生産量を用いる。具体的には、上述の単位レント価格から割引率 5%・無期限にお
ける将来便益フローの割引現在価値を求め、この値を 1 トン当たりの価値とし、ストッ
クの代理値である漁獲量と掛けることにより、日本の漁業資源の富の総価値を求める
（手法 B）
。
もちろん、海面漁業総生産量はあくまで現在の生産量であり、各魚種の増殖過程を反
映したものではなく、魚種によっては、乱獲や過少漁獲の結果、将来の生産量が大きく
変動する可能性もあることに留意する必要がある。
c）結果
推計結果は表 4-10 のとおりである。
日本における漁業資源の富は、1990 年以降、
1998
年まで減少が続いたが、その後は増加してきている。この間単位レント価格は上昇して
きていることから、変化の主な要因はストック量の変動にある。漁業ストックは、1990

21

増殖過程は、水温や海流の変化、補食・被食関係にある他の生物の状況などに応じて大きく変化する可

能性がある。したがって理論的には、増殖曲線自体の変動も考慮に入れる必要がある。
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年から 1998 年にかけて大きく減少しており、その後 2008 年まで少しずつ回復してい
ると推定された。1990 年代のストック減少に大きく影響しているのは、マイワシの資
源量の急激な減少である。マイワシは 1980 年代には毎年約 200 万トン以上が漁獲され
ていたが、1990 年代後半からは 10 万トン前後に落ち込んだ。これには様々な要因が考
えられ、明確な因果関係は立証されていないが、最も有力な要因として、アリューシャ
ン低気圧の活動低下が指摘されている22。このような気候や資源の急激な変化は、レジ
ーム・シフト、あるいはカタストロフィック・シフトとして知られている。
表 ４-10
1990

漁業資源の富の価値推計（単位：億円・2000 年不変価格）
1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

手法 A

8,995

6,857

7,423

5,805

7,301

5,587

5,682

5,383

3,723

4,034

手法 B

75,881

71,981

67,796

63,309

58,238

55,693

54,016

53,765

49,023

48,802

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

手法 A

4,079

4,608

4,803

5,475

5,680

5,822

5,471

5,510

6,882

手法 B

46,484

44,463

44,012

40,930

42,643

43,118

44,188

47,143

48,183

22

水産総合研究センター「マイワシの謎」
http://abchan.job.affrc.go.jp/pr/Maiwashi0302/Index-sar.htm（2013/02/19 閲覧）
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第３節

推計結果

（１）各自然資本ストックの推移
まず、各自然資本ストックの推移は、図 4-3 の通りである。
図から分かるように、UNU-IHDP and UNEP (2012)の自然資本が期間中微増で推移
しているのに対し、本研究のそれは 1990 年代後半以降減少している。これは主には、
農地と森林資源の価値の減少によるものである。農業生産からの余剰価値の減少は、農
産物価格の低下や生産量の減少、および農業生産に必要な資材の価格上昇が主な要因と
なっている。また耕地面積は、耕作放棄や宅地等への転用を原因として一貫して減少し
ている。先述のように、耕作放棄は担い手不足や経営条件の悪化が原因として挙げられ
ている。総合すれば、農地の富としての価値の低下は、日本の農業の現実を如実に表し
ているものと考えられる。
森林資源については、炭素吸収・貯蔵サービスは増加しているのに対して、木材、非
木材森林資源ともに、価値が経時的に低下している。農地と異なり、森林は大きなスト
ックの変動はほとんどないことから、木材、非木材資源の価値低下は単位レント価格の
減少によるところが大きい。木材については、外国産材との価格競争や木造住宅着工数
の減少等に伴う木材需要の停滞、非木材森林資源については輸入製品の流通増加に伴う
国内生産の減少が寄与しているものと思われる。一方、炭素吸収・貯蔵サービスは、樹
木の生長による体積の増加を反映して増加しているものと考えられる。
また、漁業資源については、UNU-IHDP and UNEP (2012)では日本のものは推計さ
れていない。本研究では、UNU-IHDP and UNEP (2012)が米国等について行っている
のと同様に現在の資源量から計算する手法で推計した場合と、現在の生産量が持続的に
得られると仮定して推計した場合とで、漁業資源の価値は後者が 10 倍程度となる。た
だし、推計に用いた海面漁業総生産量は、各魚種の増殖過程を前提としたものではない
ため、魚種によっては現時点で乱獲の場合もあり、過大に量を見積もっている可能性も
あることに注意が必要である。
なお、本研究に比べて UNU-IHDP and UNEP (2012)の鉱物資源の価値が極端に大
きいのは、後者で用いている銀の埋蔵量の数値の誤りである可能性が高い。
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図 ４-3

各自然資本ストックの推移（総額）
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（２）包括的な富の推移
次に、これに製造資本や人的資本も加えた富全体の推移としてみると、図 4-4 のよう
になる。先述のように、本研究では自然資本の価値自体は約 1.5 倍から 2.5 倍になって
いるが、自然資本の価値自体が他の資本と比べ極めて小さいため、図中でもわずかな違
いとしてしか現れていない。

図 ４-4

包括的な富の推移
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一方、図 4-5 は、1990 年を基点としてパーセンテージ変化を追ったものである。こ
こでも包括的富の推移に大きな変化はないが、先述のように、農地や森林の価値の低下
を反映して、自然資本全体の価値のみが低下している。先述のように、UNU-IHDP and
UNEP (2012)においては、計測対象となった 20 カ国のうち、日本は、自然資本を増加
させながら、同時に包括的富の増加を達成した唯一の国であったが、本研究の推計の結
果からは、こうした状況は否定される。
図 ４-5

包括的富の推移（パーセンテージ変化）
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（３）個別の論点
１．森林の価値に占める生態系サービスの割合
森林の価値の内訳の変化を見ると、図 4-6 に示すように、1990 年に総価値に占める
炭素吸収・貯蔵サービスの割合は 16％程度だったのに対し、2008 年には 29％と倍近
くに増えている。これは、木材資源や非木材森林資源としての価値が低下する中で、森
林体積の増加によって炭素蓄積量が増え、結果として当該サービスの相対的割合が増え
たためである。
本研究では、試論的に炭素吸収・貯蔵サービスのみを富の算出に加えたが、水源涵養、
土砂災害の防止など他の生態系サービスの価値も加えると、日本の森林の社会的価値に
占める生態系サービスの割合はますます高まっているものと考えられる。したがって、
今後の森林行政には、木材供給などのための量の維持だけでなく、それ以外の重要な機
能を確保するための質の向上が求められているということが言える。
なお、本研究においては、花粉症の原因となるスギ花粉の放出や、鹿や熊による獣害
など、森林に関連する負の外部性の価値は組み入れていない。こうした負の外部性を富
の算出に当たってどのように扱うかは、今後の大きな検討課題である。

図 ４-6

森林の価値の内訳の変化
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２．再生可能エネルギーの価値
再生可能エネルギーについては、試論的に、2012 年の単年の価値と、NPV による将
来にわたる価値との両面で推計を行った。このうち単年の価値を、他の自然資本の 2008
年の富としての価値に加えると、図 4-7 のようになる。グラフから明らかなように、単
年度の価値だけでみても、再生可能エネルギーは日本の自然資本の価値の６割に相当す
る価値を生み出す潜在性を持っている。

図 ４-7

自然資本に占める再生可能エネルギーの価値
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第５章

個別指標群の例

本章では、第３章で論じた個別指標の全体の構造を踏まえ、「自然資本の状態」指標
群、「資源消費と資源効率」指標群、「地球規模の持続可能性への影響」指標群の順に、
具体的な提案を行う。

第１節

「自然資本の状態」指標群

１．基本的な図式
「自然資本の状態」指標群は、自然資本のストックとその変化、経済への投入や経済
からの排出の現状を測る指標群である。
自然資本のストックとそこから生み出されるフローの捉え方については、SEEA で議
論されてきた枠組みが参考になる。特に、日本のように化石燃料や鉱物資源などの非生
物資源の恩恵が少ない国では、森林や漁業資源などの生態系に関係する資源の比重が相
対的に高いため、実験的生態系勘定におけるストックやフローの捉え方を参考にするこ
とが適切であると考えられる。先述のように、実験的生態系勘定では、ストック面では、
“生態系の規模”や“生態系の状態”といった形で、量と質の両面から生態系資産を捉
えている。また、フロー面では、単一の生態系資産内や複数の生態系資産間でのフロー
に加え、人間社会への便益の源泉としての生態系サービスを想定している。そこで、本
研究において、
「自然資本の状態」指標群は、基本的に図 5-1 のような図式で捉えるこ
ととする。
図 ５-1

「自然資本の状態」指標群の基本的図式
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なお、生態系の規模や状態は、そこから生み出される生態系サービスにも大きな影響
を与える。例えば、森林による炭素吸収・貯蔵サービスの大きさは、森林ストックの体
積や成長速度にも影響を受ける。したがって指標の選定に当たっては、両者のつながり
が明らかになるものを選ぶことが望ましい。しかし、生態系資産の規模や状態と生態系
サービスの量や質との関係は必ずしも明らかではない場合も多い。たとえば、水源林の
規模と水フロー調節機能との関係については、樹種や密度によってもさまざまであり、
水源林の規模の大小だけから涵養の度合いや表流水へのインプットを論じることはで
きない。本研究で提案する指標についても、ストックとフローとの関係性を厳密に追究
することはせず、ストックとフローのそれぞれを測る上で適切な指標を選択することと
する。
また、上図の投入フローや排出フローは、自然資本と経済社会システムの両方に関係
している。自然資本の側から見れば、投入や排出のフローの大きさは、それを生み出す、
あるいは受け止めるストックの枯渇や劣化に密接に関わる。経済社会システムの側から
見れば、投入と排出との関係で生産設備の資源効率性やエネルギー効率性、炭素効率性
の向上などを図っていくことが求められる。したがって、指標を考える際も、投入や排
出のフローの大きさは、「自然資本の状態」指標群と「資源利用と資源効率」指標群の
どちらにも分類することができる。以下では、このような重複に留意しつつ、フローの
性質に応じて、どちらの指標群に分類するべきかを個別に判断することとする。
２．指標選択の視点
この指標群で扱うべき自然資本の候補のいくつかは、既に前章の包括的富指標の算出
過程でそのストック量を導き出している。しかし、次に述べるいくつかの理由から、富
の算出に用いた自然資本と、個別指標として把握すべき自然資本とでは、必ずしも同一
のものを用いることが適切であるとは言えない。また、同一の自然資本であっても、そ
の現状を把握するための具体的なストック指標は、必ずしも同一のものを用いることが
適切であるとは言えない。
理由の一つは、自然資本の相対的な重要性である。たとえば前章では、包括的富報告
書との比較も念頭に、地下鉱物資源や化石燃料も取り上げたが、日本経済がこれらの国
内資源の供給に依存する度合いは極めて小さく、個別指標として把握するほどの重要性
は他の自然資本から劣後する。逆に市場価値が低くとも、重要な生態系サービスを生み
出し、かつ、枯渇や劣化の危険性にある自然資本は把握していく必要がある。
さらに、そもそも前章では扱っていないか、他の自然資本の価値に内包されているた
め、明示的には扱わなかった自然資本もある。その代表例が淡水資源である。淡水の供
給は、生態系サービスの中でも極めて重要なサービスの一つである。CICES の類型に
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よれば、供給サービスとしての水供給（飲料水、農業用水、発電用水、工業用水、生活
用水）はもちろん、調節サービスとしての水フローの調節（洪水防止、表流水や地下水
の補充など）や水循環調節（酸素付加、水中の栄養素の保持と移行などを通じた、水質
の改善）などもかかわってくる。しかし、淡水資源については、特に取水の７〜８割を
占める農業用水については、水市場の特殊性などからシャドウプライスの設定が困難で
あるほか、そもそも水の価値自体が農地の価値に含まれていると考えることもできる。
そこで、水力発電への貢献を除き、今回の推計では包括的富指標への組み入れは見送っ
た。
また、富の算出の際に着目した資本の価値は、当該資本が生み出す他の様々な価値の
一部でしかない場合がある。特に、森林などの生態系資源については、前章で取り上げ
た木材、非木材森林資源、炭素吸収・貯蔵サービス以外にも、洪水制御や土壌浸食防止、
生息域の提供など、様々な生態系サービスを供給している。これらの生態系サービスの
フローの状況や、それを供給する上での森林自体の状態を把握するためには、前章で用
いた「人工林の面積」や「薪炭材・林野副産物採取に利用可能な森林面積」は適切とは
言えない。また、そもそも富の算出に用いたのは、あくまで自然資本ストックの量的側
面だけであり、質的側面には触れていない。
以上より、福祉や経済への影響の重大性、枯渇や劣化の可能性、指標としての明快さ
などを総合的に考慮し、「自然資本の状況」指標群として以下の項目を掲げることを提
案する。
・地上金属資源（都市鉱山）
・再生可能エネルギー
・生物多様性
・森林
・漁業資源
・水資源
以下、個別の項目ごとに検討を行う。
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（１）地上金属資源（都市鉱山）
都市鉱山は、現段階で自然に存在する資源ではないため、厳密には自然資本ではない
との考え方もあるが、用途としては地下資源と大きな違いがないことや、都市鉱山の利
用可能性は地下資源への需要や持続可能性にも大きな影響を与えるため、ここでは自然
資本の一つとして捉えることとする。
ただし、前章で論じたように、現状ではまだ“可採埋蔵量”の定量把握の在り方が確
立しているわけではない。地下資源に恵まれない我が国の状況に鑑みれば、将来的には、
都市鉱山のストックの状況を個別指標の一つとして把握することが強く求められる。

指標案：地上金属資源（都市鉱山）
◯地下資源の“可採埋蔵量”に当たる地上の金
属資源の量
◎・・・主要指標の案、

◯・・・補助指標の案

（２）再生可能エネルギー
再生可能エネルギーに関しては、前章で試論的な富の推計に用いたように、各省庁が
推計している導入可能量を個別指標の一つとすることが妥当である。これについても、
前章で詳しく論じたので、ここでは省略する。
一方、再生可能エネルギーの実際の導入状況については、他のエネルギー供給・消費
も含めた包括的なエネルギー利用との関係で捉えることが望ましいため、「自然資本の
状態」指標群ではなく、次節の「資源利用と資源効率」において論じることとする。
指標案：再生可能エネルギー
◯再生可能エネルギーの導入可能量

各省庁による再生可能エネルギーの導入
ポテンシャル調査
◎・・・主要指標の案、
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◯・・・補助指標の案

（３）生物多様性
生物多様性は、自然資本の質を決定する重要な要素の一つである。実験的生態系勘定
においても、生物多様性は植生や土壌と並んで“生態系の状態”を測る特性の一つとし
て位置付けられているほか、独立した個別の勘定としても検討がされている。
ただし、先にも述べたように、自然資本の質としての生物多様性と、自然資本から生
み出されるフローである生態系サービスとの関係は必ずしも単純ではなく、生態系の種
類や人間社会の様態によっても様々である上に、科学的にも解明されていない部分が極
めて多い。本研究においても、個別の生態系や生態系サービスと結びつけて生物多様性
を論じることはせず、生物多様性一般を捉えるための指標について検討を行う。
１．国際的な背景
1992 年に採択された生物多様性に関する条約（Convention on Biological Diversity:
CBD）に基づき、2002 年の第６回締約国会議（COP6）では、生物多様性の損失速度
を 2010 年までに顕著に減少させることを掲げた、
いわゆる 2010 年目標が採択された。
また、続く 2004 年の第７回締約国会議（COP7）では、2010 年目標への取組の評価を
促すため、７つの重点分野からなる評価枠組み（以下、CBD 枠組みと呼ぶ）が採択さ
れた。重点分野は、ア）生物多様性の構成要素の状況と推移、イ）持続可能な利用、ウ）
生物多様性に対する脅威、エ）生態系の完全（健全）性と生態系からの財・サービス、
オ）伝統的知識・発明・慣行の状況、カ）遺伝資源へのアクセスと利益配分状況、キ）
資源移転の状況である。以降、2010 年目標の進捗状況を評価・発信するため、CBD 枠
組みに基づく指標体系の開発が各国で進められてきた。
2010 年目標の未達成を受け、2010 年に名古屋市で開催された第 10 回締約国会議
（COP10）では、2011 年以降の新たな世界目標として、生物多様性新戦略計画、いわ
ゆる愛知目標が採択された。この中では、新たに、ア）生物多様性の社会への主流化、
イ）生物多様性への直接的な圧力の減少と持続可能な利用の促進、ウ）生態系、種及び
遺伝子の多様性の保全と生物多様性の状態の改善、エ)生物多様性及び生態系サービス
から得られる恩恵の強化、オ）参加型計画立案・知識管理・能力開発を通じた実施の強
化からなる５つの戦略目標が設定され、そのもとで計 20 の個別目標が掲げられている。
今後は、各国で愛知目標の進捗評価のための指標枠組み構築が進められることが予想さ
れる。以下では、国際社会及び日本における主要な生物多様性指標体系を整理した上で、
日本における選択肢を提示する。
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２．国際社会の指標例
a）欧州における生物多様性指標
欧州では、2010 年目標に向けた進捗状況を評価・発信するための生物多様性指標体
系の開発をめざし、2005 年に「欧州生物多様性指標の合理化（Streamlining European
Biodiversity Indicators: SEBI）」の取組が開始された。EEA を拠点とし、EU 加盟国
国以外も含めた約 150 人の専門家の参加を得て、2007 年に CBD 枠組みに基づく 26 の
個別指標体系が公表された。2012 年には、EEA が SEBI の利用プロセスを分析し、2020
年を目標年とする新たな生物多様性目標のもとでの指標構築・利用に向けた教訓をまと
めた報告書を公表している（EEA (2012)）。同報告書の第４章では、2020 年 EU 生物
多様性戦略（EU biodiversity strategy to 2020）及び 2020 年愛知目標と、従来の SEBI
との関連性をマッピングし、SEBI は６つの EU 新戦略目標及び 20 の愛知目標に対し
ても有用でありうると結論付けている。SEBI で対応できない目標については、専門家
により精査し、ギャップを埋めるための新たな指標を設定するとしている。
また欧州では、国・地域レベルにおいても、英国や、スコットランド、ベルギーのフ
ランドル地方等が CBD 枠組みを用いた独自の指標体系構築に取り組んでいる。表 5.1
はその具体的な指標例である。
世論という項目は CBD 枠組みでは規定されていないが、
欧州諸国では一般的に組み込まれている。
b）UNEP・生物多様性指標パートナーシップ
2007 年７月、国連環境計画（United Nations Environment Programme: UNEP）
は、2010 年目標の進捗状況を測るための指標枠組みを構築することを目指し、「2010
年生物多様性指標パートナーシップ（2010 Biodiversity Indicator Partnership: BIP）」
プロジェクトを開始した。これは地球環境ファシリティ（Global Environmental
Facility: GEF）の資金的支援と、指標開発に関連する 40 以上のパートナー機関との協
力に基づく国際的な取り組みであり、生物多様性の動向に関する包括的な指標体系の構
築が進められた。
これにより、CBD 枠組みを用いて 27 の個別指標が提示された（表 5-2）
。現在、指
標推計に必要なデータを扱うパートナーとの連携を図り、データの収集や推計方法の改
良が進められている。
c）都市の生物多様性指標
近年、生物多様性保全に都市が果たすべき役割が重視されるようになっている。2008
年生物多様性条約第９回締約国会議（COP9）では「都市と地方自治体の参画促進」が
決議され、これを踏まえて 2010 年の生物多様性条約第 10 回締約国会議（COP10）で
は「サブ・ナショナル政府・都市・その他地方自治体に関する行動計画」が採択された。
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この中で、都市における取組を評価する指標の 1 つとして CBI（City Biodiversity
Index; CBI）の活用が推奨されている。
CBI は、2008 年５月の COP9 閣僚級会合においてシンガポール政府が提唱した指標
であることから、「シンガポール指標」とも呼ばれる。以後シンガポール国立公園局が
事務局となって CBD 事務局と連携をとりつつ作業を進め、2010 年９月に最終案が完
成した。表 5-3 はその全体像である。大きく（Ⅰ）都市のプロファイルと、
（Ⅱ）指標
に分けられ、指標部分は、「在来の生物多様性」「生態系サービス」「生物多様性の統治
と管理」という３つのテーマで構成される。各項目に０～４点のスコアが設定され、92
点満点で都市の取り組みが総合的に評価できるようになっている。
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表 ５-1
CBD
重点分野

見出し指標

欧州における生物多様性指標枠組みと個別指標
SEBI2010（2007）

ベルギーフランドル地方（2006）

26指標

33指標
1. 繁殖鳥類の個体数
2. スケルト川沿いの水鳥の個体数
3. 沿岸域のアジサシの分布
4. 種の状況
5. EC鳥類指令指定の繁殖鳥類個体数
6. 生息地保全規定で指定された哺乳類
の個体数
7. 半自然生態系の規模
8. EU生息地保全規定指定の生息域規模
9. 森林面積

特定種の個体数 1a. 特定種の個体数（鳥類）
及び分布の推移 1b. 特定種の個体数（蝶類）
絶滅危惧/保護
される種の状況
生物多様性
の構成要素 特定生態系・
の状況と推移 生息地の規模

持続可能な
利用

2. 欧州の種のレッドリスト指数
3. 欧州の重要種
4. 生態系の範囲
5. 欧州の重要生息地
6. 家畜の遺伝的多様性

保護区の
指定範囲

7. 国立・国定保護区
8. EU生息地保全規定・鳥類指令による
保護区

17. 森林： 成長株、増大と伐採
18. 森林： 枯れ木
持続可能な管理 19. 農業： 窒素バランス
下にある森林・農 20. 農業： 潜在的に生物多様性を維持す
業・漁業生態系 る管理が行われている地域
21. 漁業： 欧州の商業用魚種資源
22. 水産養殖： 魚類養殖からの廃水の質
近自然工法で管
理されたインフラ
エコロジカル・
23. 欧州諸国のエコロジカルフットプリント
フットプリント

生物多様性
に対する脅威 侵略的外来種
気候変動

生態系の健全性
生態系の完
全（健全）さと
生態系の連続
生態系からの
性・分断化
財・サービス
水系生態系にお
ける水質

10. 自然・森林保護区
11. 生態系ネットワーク
12. 特別保護区と保全特別区
13. ラムサール登録湿地

2. 植物多様性
3. 英国の重要種

4. 英国の重要生息地

17. 近自然的管理下（道路・水辺）の縁部

11. 気候に敏感な種（気候変動指標種）
の発生状況

20. 外来植物種の数
21. 外来動物種の数
22. 渡り鳥の飛来日
23. 南方系ヨーロッパのトンボ類の観測

12. 海洋食物連鎖指数

24. 樹冠状態

13. 自然・半自然地域の分断化
14. 河川の分断化

25. 自然コリドーの面積
26. 河川の分断化の解消
27. 魚類指数（水質）
28. 無脊椎動物指数（水質）
29. 栄養塩濃度

10. 欧州における外来種

6. 保護地域

14. 持続可能な森林管理基準計画を持つ
7. 持続可能な森林管理
面積
8. 農業環境計画地の面積
15. 農業環境計画地の面積
9. 持続可能な漁業
16. 狩猟鳥獣の個体数

18. 富栄養化の限界値超過
19. 酸性化の限界値超過

9. 窒素の限界値超過

15. 河川・沿岸・海洋の栄養塩の状況
16. 水質

18指標
1a. 特定種の個体数（鳥類）
1b. 特定種の個体数（蝶類）
1c. 特定種の個体数（コウモリ）

5. 遺伝的多様性
（羊・畜牛の固有種）

遺伝的多様性

窒素蓄積

英国(2007)

10. 大気汚染の生態学的影響
11. 外来種
12. Spring Index

*
13. 海洋食物連鎖指数
14. 生息地の連続性
15. 河川の質

伝統的知識・発明・慣行の状況
遺伝資源へのアクセスと
利益配分
資源移転の
状況
世論

24. 遺伝資源を基礎にした特許出願

生物多様性に
25. 生物多様性管理への資金供給
対する資金供給
開発支援での生
物多様性資金供
市民の意識と
26. 市民の意識向上
参加

30. 自然保護関連予算

16. 英国生物多様性への支出

31. 熱帯林のためのフランドル基金予算 17. 世界の生物多様性への支出
32. 自然・森林へ出かける頻度
33. 自然保護関連NGOへの加入

18. 保全活動ボランティア

（出典）環境省・生物多様性センター資料「生物多様性の評価に関する国内外の動きについて」、BIP
ホームページ「国際的生物多様性指標フレームワーク」を参考に作成。
（注）Spring Index とは、以下 4 つの生物学的事象の年平均観測日により算出される英国独自の指標。
a）サンザシの初開花日、b）マロニエの初開花日、c）オレンジチップ蝶の初飛行日、d）ツバメの初目
撃日。
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表 ５-2
CBD
重点分野

生物多様性指標パートナーシップの指標枠組み

見出し指標

特定の生態群系・生態系
及び生息地の規模

主要
パートナー

指標
森林及び森林タイプの面積

・FAO
・UNEP-WCMC
・FAO
・WWF
・Zoological Society of London
・RSPB
・BirdLife International

多種多様な生息地の範囲
生きている地球指数

特定種の個体数及び分布
世界野鳥指数
生物多様性の
構成要素の状
況と動向

保護地域の指定範囲

保護地域の指定範囲

・UNEP-WCMC

生物多様性とオーバーレイ

・UNEP-WCMC

管理有効性

絶滅危惧種の状況

レッドリスト指数・サンプルレッドリスト
指数
自生地作物集団

遺伝的多様性
陸域家畜の遺伝的多様性

持続可能な利
用

持続可能な管理下にある森林の面積
（認証）
持続可能な管理下にある
持続可能な管理下にある森林の面積
森林・農業・水産養殖生
（森林劣化及び森林減少）
態系の面積
持続可能な管理下にある農業生態系
の面積

野生産品指数

淡水生態系の水質

海洋食物連鎖指数

食料・医薬品に用いられ
ている生物多様性

・地域/国/地球規模

・地域/国/地球規模

・UNEP-WCMC

・地球規模

・FAO

・地域/国

・FAO

・地域/国/地球規模
・地球規模
・地球規模
・地域/国/地球規模
・地域/国/地球規模

生物多様性の水質指数

・UNEP-GEMS

・地球規模
（一部国・地域）

森林分断性

・UNEP-WCMC

・開発途中

河川の分断・水量調節

・The Nature Conservancy
・UMEA University

・地域/国/流域

生態系からの財・サービスに直接依存
・UNEP-WCMC
する生産物の健全性・安全性

・地球規模

食料・医薬品に用いられている生物多 ・TRAFFIC
・地球規模
様性
・Species Survival Commission （一部国・地域）
・FAO
・Bioversity International
・International Nitrogen
Initiative
・Global Invasive Species
Programme
・BirdLife International
・Centre of Excellence for
Invasion Biology

生物多様性の栄養指標

生物多様性に
対する
脅威

・地域/国/地球規模
・生態群系
・地域/国/地球規模
・生息域
・国/地域/地球規模
の海域・陸域別

・Sea Around Us Project

生態系の連続性と分断性

生態系の完全
性と生態系から
の財・サービス 社会の健康と幸福

・地域/国/地球規模

・FAO

エコロジカル・フットプリン エコロジカル・フットプリントとその関連
・Global Footprint Network
トとその関連概念
概念
海洋食物連鎖指数

・地域/国/地球規模

・UNEP-WCMC
・The University of Queensland ・地域/国
・WCPA
・IUCN
・BirdLife International
・地域/国/地球規模
・Zoological Society of London
・遺伝子バンク
・FAO
・作物グループ等

・CITES
・UNEP-WCMC
・Sustainable Use Specialist
Group
・UNEP-WCMC

種の取引の状況
持続可能な供給源からも
たらされる製品の割合

指標の
スケール

窒素蓄積

窒素蓄積

侵略的外来種

侵略的外来種の動向

伝統的知識・発 言語学的多様性と固有の 言語学的多様性と固有の言語を話す
明・慣行
言語を話す人の数と推移 人の数と推移

・UNESCO

・地域/国/地球規模
・地域/地球規模

・地球規模

・地域/国

遺伝子資源の
アクセスと利益 検討中
配分の状況
資源移転の
状況

生物多様性条約支援を目 生物多様性条約の支援を目的とした公 ・OECDと協働するUNEP的とした公的開発援助
的な開発援助
WCMC

・地球規模

（出典）BIP ホームページ資料より作成。
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表 ５-3

都市の生物多様性指標

Ⅰ．都市のプロファイル
①気候 ②面積 ③経済指標 ④物理的特徴（地形、不透水面積等）
⑤生物多様性の特徴：市内の生態系の種類、在来種の数（植物/鳥類/蝶類/自由選択2分類）等
⑥生物多様性の管理 ⑦関連サイトへのリンク
Ⅱ．指標
項目
1 自然地域の割合

在来の
生物多様
性

0

1

点数
2

3

4

＜0%

1-6%

7-13%

14-20%

＞20%

3

＞4種

1-10%

＜1%

2 脱断片化

検討中

3 在来種の数

検討中

4- 在来種の数の変化
8 （維管束植物/鳥類/蝶類/自由選択2分類）

＜0

1

検討中

9 保護されている自然地域の割合
10 侵略的外来種の割合
11
都市内の
生態系
サービス

12
13
14
15
16

2

＞30%

水量調節
透水域の総面積÷都市の陸地総面積
気候調節（植生による炭素固定と冷却効果）
樹冠面積÷都市の陸地総面積
自然地域を含む公園及び自然保護地域の面積
（人口千人当たり）
自然地域を含む公園及び自然保護地域への1人
当たり年間訪問回数（16歳未満・公教育目的）
生物多様性への予算配分
生物多様性関連予算額÷都市の予算総額

21-30%

11-20%
検討中
検討中

＜0.1ha

0.1-0.3ha

0.4-0.6ha

0.7-0.9ha

＞0.9ha

0

1

2

3

＞4回

検討中

生物多様性プロジェクトの年間実施件数（種の保
存、多様性調査・復元等。企業・NGOの取組含む）

検討中
有
有
有
（条約イニ （1-3の条 （4以上の条
シアチブと 約イニシア 約イニシア
の連携無） チブ含む） チブ含む）

無

有
（国家戦略
と連携無）

組織能力（生物多様性に関する基本的機能の
生物多様
18 数。生物多様性センター、植物・動物園、植物標
性の
本館、博物館、昆虫館等。施設数ではない）
統治と管理

0

1

2

3

＞4機能

19 組織能力（部局間協力の機関数）

1-2

3

4

5

＞6機関

20 パートナーシップ（公式・非公式の日常的協議）

無

検討中

計画中

準備中

有

21 パートナーシップ（提携機関・企業・NGOの数）

0

1-6

7-12

13-19

＞20

無

検討中

計画中

準備中

有

0

1-59

60-149

150-300

＞300回

17 生物多様性戦略・行動計画

教育と啓発（学校カリキュラムへの生物多様性の
組み込み）
教育と啓発（アウトリーチ・啓発イベントの年間回
23
数）
22

（出典）加藤（2011）を参考に作成。
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３．日本における生物多様性評価・指標の現状と提案
a）環境省による生物多様性総合評価
日本では、欧州で進められているような CBD 枠組みに基づく生物多様性指標体系の
構築とそのモニタリングは、現時点では行われていない。しかし 2001～2005 年のミレ
ニアム生態系評価（MA）や、2006 年の地球規模生物多様性概況第２版（GBO2）等、
国際的な生物多様性評価の進展を受けて、日本でも生物多様性の状況を客観的に評価す
ることの重要性が認識されるようになっている。COP10 の開催決定を受け、環境省は
2008 年に生物多様性総合評価検討委員会を設置し、
「生物多様性総合評価（JBO）」を
開始した。これは生物多様性に関する国民への啓発と、科学的情報の総合的分析に基づ
く日本における生物多様性の損失状況の評価を目的とする 2 か年にわたるプロジェク
トであり、200 人以上の国内生物分野の専門家からの意見聴取に基づき実施された。
2010 年５月に成果をとりまとめた「生物多様性総合評価報告書」が公表されている。
図 5-2 は評価枠組みの概要である。1950 年代後半から現在までを評価期間とし、日
本全国の生物多様性の「損失の要因（影響力の大きさ）」と「状態（損失の大きさ）」等
を 30 の指標と 104 のデータ等を用いて評価した。損失の要因は、生物多様性国家戦
略 2010 が挙げる、第１の危機（開発・改変、直接的利用、水質汚濁）
、第２の危機（里
地里山等の利用・管理の縮小）
、第３の危機（外来種・化学物質）
、及び地球温暖化の危
機に区分し、状態は「森林生態系」
「農地生態系」
「都市生態系」
「陸水生態系」
「沿岸・
海洋生態系」
「島嶼生態系」の ６つに区分した。評価結果は色や矢印を用いてトレンド
として表示されている。
図 ５-2

日本における生物多様性総合評価の評価枠組み

（出典）環境省（2010b）生物多様性総合評価報告書
113

b）環境基本計画における扱い
日本の国レベルでの生物多様性指標は、環境基本計画において提示される総合的環境
指標の１分野として議論されている。2006 年に策定された第三次環境基本計画では、
重点分野の１つに「生物多様性の保全」が位置付けられ、９つの個別指標が設定された
（図 5-3）。このうち、
「脊椎動物、昆虫、維管束植物の各分類群における評価対象種数
に対する絶滅のおそれのある種数の割合」が生物多様性の分野を代表する指標として選
定されている。
その後、2012 年に策定された第四次環境基本計画では、
「生物多様性の保全及び持続
可能な利用に関する取組」が重点分野に位置づけられ、ア）生物多様性への理解・配慮
の向上、イ）持続可能な利用の促進、ウ）生物多様性の保全・再生、エ）情報整備・参
加型計画立案等の強化という４テーマに分けて合計 25 の個別指標と３つの補助指標が
設定された（図 5-4）。
「脊椎動物、昆虫、維管束植物の各分類群における評価対象種数
に対する絶滅のおそれのある種数の割合」は再び代表的指標として位置付けられている。
図 ５-3

第三次環境基本計画の総合的環境指標における生物多様性の位置づけ

（出典）第三次環境基本計画を基に作成。
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図 ５-4

第四次環境基本計画の総合的環境指標における生物多様性の位置づけ

（出典）第四次環境基本計画をもとに作成。

４．検討
第四次環境基本計画で提示された生物多様性関連指標を CBD 枠組みと照らし合わせ
ると（表 5-4）、「生物多様性に対する脅威」「生態系の完全さと生態系からの財・サー
ビス」
「遺伝資源へのアクセスと利益配分」
「資源移転の状況」などの分野が手薄になっ
ていることが分かる。国際的動向と整合性を図るためにも、この分野の施策が明確に評
価できるように指標を追加することが望ましい。
さらに、生物多様性の保全のための効果的な施策を実施・評価するためには、変化の
要因・状態・対策という観点で指標を設定し、それぞれを関連付けて見ることのできる
枠組みが望まれる。これについて、第三次環境基本計画では、全国的な調査データの整
備状況や更新期間等の問題や限界のため、現時点ではこうした枠組みの設定は困難であ
り、「厳密な意味での因果関係や指標の構造化の可否にとらわれることなく、生物多様
性保全との間にある程度の関係性がある取組等の中で、データの把握に特別の困難を伴
わないものをいくつか取り出して指標として用いる」としている（第二部・重点分野政
策プログラム、第 6 節「５ 取組推進に向けた指標」）。しかし近年、JBO 等の実施によ
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って指標の構造化のための知見も蓄積されてきていると考えられることから、今後は、
これを活用した有用な指標体系の構築が望まれる。
以上を踏まえ、生物多様性関連の指標については、今後、政府内でさらなる検討が進
展することが期待される。本研究では、暫定的に、上記の検討の中でも挙げられている
「脊椎動物、昆虫、維管束植物の各分類群における評価対象種数に対する絶滅のおそれ
のある種数の割合」を指標として扱うことを提案するにとどめる。

指標案：生物多様性
◎脊椎動物、昆虫、維管束植物の各分類群にお
ける評価対象種数に対する絶滅のおそれのあ 環境省・絶滅危惧種情報（レッドリスト）
る種数の割合（暫定）
◎・・・主要指標の案、
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◯・・・補助指標の案

表 ５-4
CBD
重点分野

CBD 枠組みと環境基本計画における生物多様性指標の関係性
見出し指標

日本の環境基本計画における生物多様性指標

特定種の個体数及
び分布の推移
 保護増殖事業計画の策定数及び国内希少野生動植物種の指定数
絶滅危惧/保護され
る種の状況

絶滅のおそれのある種数の割合
 都道府県が定める希少種保護条例の制定数及び同条例に基づく指定希少
野生動植物種の指定数

生物多様性の構

 河川及び港湾における「失われた自然の水辺のうち、回復可能な自然の

成要素の状況と
推移

 脊椎動物、昆虫、維管束植物の各分類群における評価対象種数に対する

特定生態系・生息地
の規模

水辺の中で再生した水辺の割合」
 河川及び港湾における「失われた湿地や干潟の中で再生したものの割合」
 森林面積：育成単層林、育成複層林、天然生林 ・保安林面積 ・国有林
の保護林面積

遺伝的多様性
 自然公園面積（国立、国定、都道府県立自然公園）
保護区の指定範囲

 海洋保護区面積 （自然公園、自然環境保全地域、鳥獣保護区、保護水面、
共同漁業権区域、指定海域等）

持続可能な管理下
にある森林・農業・
漁業生態系
持続可能な利用

持続可能な供給源
からもたらされる
製品の割合
エコロジカル・フッ
トプリント

 田園自然環境の創造に着手した地域の数
 都道府県によるエコファーマー累積新規認定件数
 森林経営計画の策定面積
 森林認証面積（SGEC、FSC）
 バイオマスの利用量及び新産業の規模
 木材の供給量と需要量
 市町村によるバイオマス活用推進計画の策定数
 MSC ラベル付き製品数、マリンエコラベル(MEL)ジャパンの認証件数
 環境容量の占有量を示すエコロジカル・フットプリントの考え方による
指標

窒素蓄積
生物多様性に対
する脅威

侵略的外来種

 特定外来生物及び要注意外来生物の指定等種類数並びに外来生物法に基
づく防除の実施件数

気候変動
生態系の完全（健
全）さと生態系か
らの財・サービス

生態系の健全性
生態系の分断化

 エコロジカルネットワーク形成等に配慮した「緑の基本計画」の策定数

水系生態系におけ
る水質

伝統的知識・発明・慣行の状況
遺伝資源へのアクセスと利益配分
生物多様性に対す
資源移転の状況

る資金供給
開発支援での生物
多様性資金供給
 「生物多様性」の認識状況及び生物多様性国家戦略認知度
 生物多様性自治体ネットワーク及び生物多様性民間参画パートナーシッ

世論

市民の意識と参加

プへの参加団体数
 多様な主体による都市の緑地管理状況を示す指標
 にじゅうまるプロジェクト及びグリーンウェイブへの参加団体数等
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（４）森林
日本は、国土の約 3 分の 2 が森林に覆われた世界有数の森林国である23。高度成長期
以降は、建築用材の需要の増大に対応する形で、天然林を人工林に転換する「拡大造林」
が進められた。その結果、日本の森林蓄積は、2007 年に約 44 億㎥となるなど量的には
充実しているが、林業の採算性の悪化等により、間伐等の施業が十分に実施されない人
工林や、伐採しても再び植栽等が行われない状況もみられる。
一方、繰り返し述べるように、森林は、木材や非木材森林資源の供給源としての機能
以外にも、二酸化炭素の吸収、生物種の保全、土砂災害の防止、水源涵養など様々な生
態系サービスを提供している（表 5-5）。地形が急峻で地質が脆弱であるため、集中豪
雨等により山地災害が発生しやすい日本の国土の状況や、温室効果ガスの削減による気
候変動の防止に向けた取り組みが急務であることなどに鑑みれば、今後は、森林の全体
量の維持とともに、特に重要な機能を担う種類の森林の割合の増加や、その質の維持・
向上、また、森林整備の担い手の確保が必要である。

表 ５-5

獣

物

物

物
生

生

生

遺伝子保全、
種保全（植 種保全、動 種保全（鳥 保護）、菌
類保全）、 態系保全（河川 態系保全、沿岸 態系保全（魚つき））
生

物
生

多様性保全

球

境保全

温暖化の緩和（二酸化炭素吸収、化石燃料代替エネルギー）、地
気候システムの安定化

表面侵食防止、表層崩壊防止、その他の土砂災害防止（落石防止、土
石流発 防止・停止促進、飛砂防止）、土砂流出防止、土壌保全（森
力維持）、その他の自然災害防止機能（雪崩防止、防風、防
林の
雪、防潮など）
生産
生

土砂災害防止機能
土壌保全機能

地

球

環
球

地

森林の有する多面的機能の例

留

水源涵養機能

洪水緩和、水資源貯

、水量調節、水質浄化

環

保健・レクリエーション機能

気候緩和（夏の気温低下（と冬の気温上昇）、木陰）、大気浄化（塵埃
吸着、汚染 質吸収）、快適 活 境形成（騒音防止、アメニティ）
物

環

療養（リハビリテーション）、保養（休養（休息・リフレッシュ）、散策、森
林浴）、レクリエーション（行楽、スポーツ、つり）
生

境形成機能

快適

産
生

景観（ランドスケープ）・風致、学習・教育（
・労働体験の場、自然認
識・自然とのふれあいの場）、芸術、宗教・祭礼、伝統文化、地域の多
様性維持（風土形成）

文化機能

木材（燃料材、建築材、木製品原料、パルプ原料）、食糧、肥料、飼料、
薬品その他の工業原料、緑化材料、観賞 植 、工芸材料
物

機能

用

産
生

物

質

（出典）林野庁ウェブサイトを参考に作成

23

林野庁（2012）, p.55.
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１．重要な機能を有する森林の拡大
公益的な機能の発揮が特に要請される森林については、農林水産大臣又は都道府県知
事が保安林に指定して、立木の伐採や土地の形質の変更等を規制している。したがって、
重要な機能を担う森林の割合を把握するには、この保安林の面積の推移が一つの目安と
なる（図 5-5）。
図 ５-5

保安林面積の推移

（出典）林野庁「平成 23 年版森林・林業白書」

２．間伐の実施状況
間伐は、成長の過程で過密となった森林の立木の一部を抜き伐りして、立木の密度を
調整し、樹木の成長や下層植生の生育を図る作業である。上述のような森林の多面的機
能を発揮するためには、間伐等の森林施業を適切に実施し、健全な森林の整備・保全を
図る必要がある。そこで、間伐の実施状況についても、指標として把握する（図 5-6）
。
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図 ５-6

間伐の実施状況の推移

（出典）林野庁「平成 23 年版森林・林業白書」

３．炭素吸収・貯蔵量
先述のように、森林は極めて多様な生態系サービスを人間社会に提供している。中で
も、二酸化炭素の吸収・貯蔵機能は、地球全体の気候の安定性にとって極めて重要な役
割を果たしている。そこで、炭素吸収・貯蔵量についても、個別指標の一つとして把握
することとする。
なお、炭素吸収・貯蔵量については、包括的富の算出過程でも用いたため、ここで数
値は繰り返さない。
４．森林認証の普及状況
森林の持続可能な利用を促進するためには、林業家だけでなく、木材等を利用する企
業や消費者側の認識や行動が極めて重要である。近年では、持続可能な森林管理が行わ
れている森林そのもの、またはこうした森林から採取された林産物を材料とした製品な
どを第三者機関が認証し、ラベルの貼付を通じて購入を促進する取り組みが国内外で行
われている。
このうち国際的に最も普及しているのが、森林管理協議会 (Forest Stewardship
Council：FSC)の認証制度である。FSC 認証には、
「森林管理認証（FM 認証）」と「流
通管理認証（CoC 認証）」の２種類がある。前者は森林管理を対象とした認証で、ＦＳ
Ｃ「1 0 の原則」に基づき、
「環境」
「社会」
「経済」のバランスのとれた管理を実施して
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いる森が対象となる。後者は加工・流通を対象とした認証で、認証された森から伐り出
された木材が、他の製品と混ざらないような管理をしているか等をチェックする。現在、
日本国内における両認証の取得状況は表 5-6 の通りである。
日本国内の FSC 認証の取得状況

表 ５-6
日本の FM 認証取得状況

35 カ所、392,989ha

（2012 年３月現在）
日本の COC 認証取得状況

1,130 件

（2011 年 12 月現在）
※いずれも、FSC ジャパンのウェブサイトから。2013 年 3 月現在。

森林認証には、この他にも、一般社団法人「緑の循環」認証会議（SGEC）が運営す
る我が国独自の認証制度が存在する。SGEC 認証も、森林管理認証基準（７の基準）等
に基づく森林管理の認証である「森林管理（ＦＭ）認証」と、ＳＧＥC・ＣｏＣ認証ガ
イドラインに基づく認証生産物（認証材等）の生産・加工・流通工程の管理の認証であ
る「ＣｏＣ認証」が存在する。
指標案：森林
◎保安林面積

林野庁業務資料

◯間伐の実施状況

林野庁業務資料

◎炭素吸収量

森林 1ha が 1 年間に吸収する炭素量（全
樹種平均）（森林総合研究所）、総森林
面積（林野庁）より推計
森林管理協議会(FSC)、「緑の循環」認証

◯森林認証の普及状況

（森林管理協議会(FSC)や「緑の循環」認証 会議(SGEC)
会議(SGEC)の認証件数）
◎・・・主要指標の案、

121

◯・・・補助指標の案

（５）漁業資源
１．漁業資源評価
漁業資源については、水産基本法に基づき、漁獲量や漁獲努力量を積極的に管理して
いく措置やそのために必要な資源調査等の施策が講じられている。その一環として、水
産資源の状態や漁業の状態の的確な把握を図るため、独立行政法人水産総合研究センタ
ーが、周辺水域の重要魚種の資源評価を実施している。
現在資源評価の対象となっている魚種・系群は、全体としては近年おおむね安定的に
推移しているが、低位水準にとどまっているものや資源水準が悪化しているものもある。
直近の 2011 年には、評価対象の 52 魚種 84 系群のうち、４割の 33 系群が低位となっ
ている。これは、海洋環境の変化による影響のほか、沿岸域の開発等により産卵・育成
の場となる藻場・干潟が減少していること、一部の資源で回復力を上回る漁獲が行われ
たこと等が要因といわれる。一方で、近年の推移をみると、低位の割合が減少し、中位
の割合が増加している（図 5-7）24。
図 ５-7

周辺水域の資源水準の推移

（出典）水産庁「平成 23 年度 水産白書」
（原典）（独）水産総合研究センター「我が国周辺水域の漁業資源評価」等

24

水産庁（2012）, p.109.
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２．漁業認証の状況
森林認証と同様、漁業資源についても、持続可能な漁業の推進を目的とした漁業認証
が普及しつつある。漁業認証も、第三者認証を経て、生態系や資源の持続性に配慮して
漁獲した水産物であることを示すラベルの貼付を通じて、消費者に製品の購入を促す。
国際社会で普及しているのは、海洋管理協議会（MSC）の漁業認証である。日本に
おいても京都府機船船曳網漁業連合会のズワイガニ、アカガレイ漁業等、3 つの漁業が
この MSC 認証を取得しており、さらに北海道漁業協同組合連合会の北海道ホタテガイ
漁業等について審査が進められている。
また、日本の水産関係団体によって構成される「マリン・エコラベル・ジャパン」
（MEL
ジャパン）も、同様の漁業認証制度を運営しており、日本海べにずわいがに漁業をはじ
め、これまでに 13 の漁業が認証を受けている。
指標案：漁業資源
（独）水産総合研究センター「我が国周

◎周辺水域の漁業資源における資源評価

（低位水準に分類される魚種・系群の資源量及 辺水域の漁業資源評価」
びその推移）
海洋管理協議会(MSC)、マリン･エコ･ラベ

◯漁業認証の普及状況

（海洋管理協議会(MSC)ラベル付き製品数、 ル(MEL)ジャパン
マリン･エコ･ラベル(MEL)ジャパンの認証
件数）
◎・・・主要指標の案、
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◯・・・補助指標の案

（６）水資源
水資源については、大きく分けて、賦存量や利用量などの質的な側面を捉える指標と、
水質汚濁の状況など質的な側面を捉える指標との二つが考えられる。
１．量的側面
a）水資源の賦存量
量的側面から見た場合、水資源は他の資源とは異なる特徴を持っている。まず、化石
燃料や鉱物資源と異なり、賦存形態によって捉え方が様々である。たとえば、補充が全
くなされないか極めて遅い化石帯水層の水は、化石燃料などと同じくストック・フロー
として扱うことができるのに対し、比較的速い速度で循環している表層水や一部の地下
水については、使用に伴い目減りするストックとして捉えるよりも、一定量のフローを
常に供給するファンド・サービスとして捉える方が適切である。その意味では、後者の
水資源は、持続可能な形で利用した場合の漁業資源などの生物資源と似ているが、漁業
資源などとも異なり、人間による直接的な利用状況によってその大元である降水量が大
きく変化するわけではない。

図 ５-8

日本の水資源賦存量と年間使用量

（出典）国土交通省
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平成 24 年版「日本の水資源」を参考に作成。

さらに、特に、多くの国で水利用の大半を占める農業用水については、安価で大量の
水が時機に応じて供給される必要があるが、空間的な隔たりを越えて水供給を安定化さ
せることには物理的・経済的な限界がある25。例えば、単価から考えれば、石油や鉱物
資源のようにタンカーなどの大型船舶で国外から輸送して農業生産に用いることは経
済的に非現実的である。
したがって、ボトルウォーターなどを除き、水は、基本的には国内の賦存量の範囲内
でしか利用することはできない。指標化に際しても、まずは日本国内の水賦存量の状況
を捉える必要がある。図 5-8 に示すように、日本の場合、年間降水量は約 6,400 億㎥で、
うち約 2,300 億㎥（36％）は土壌や植物から蒸発散する。残りの約 4,100 億㎥が、日本
の水資源賦存量である26。なお、正確に言えば、国境を越えて水を移動させることが非
現実的なのと同様、国内においても、重力で水を運べる範囲である流域を越えて水を移
動させることは困難であるため、流域単位での水賦存量の把握が必要だが、本研究の提
案では、国レベルの水賦存量の状況にとどめることとする。

図 ５-9

日本の年降水量の変化

（出典）国土交通省

25

平成 24 年版「日本の水資源」

沖（2012）ほか。
水資源として、理論上人間が最大限利用可能な量であって、降水量から蒸発散量を引いたものに当該地
域の面積を乗じて求めた値（国土交通省, 2012）。
26
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また、水賦存量については、経時的な変動も重要な要素である。水は、空間的な隔た
りを越えて供給を補うことが困難であるばかりでなく、時間的な隔たりを越えて供給を
安定化させることも難しい。ダムの造成によって、梅雨期や台風期のように河川流量が
多い時期に水を貯え、流量が少ない時期にダムから河川に補給することで、年間を通じ
て安定的な取水を行うことができるが、これもせいぜい数ヶ月の単位である27。特定の
年に大量の雨が降ったからと言って、世代を超えて貯蔵できるわけではない。
日本では、これまで 1939 年の琵琶湖大渇水、1964 年の東京オリンピック渇水、1967
年の長崎渇水、1973 年の高松渇水、1978 年の福岡渇水など大規模な渇水が発生して
おり、近年においても、1994 年の列島渇水の際には、断水や減圧給水により影響を受
けた人口は全国で約 1,600 万人に上り、全国で約 1,400 億円の農作物被害が発生した。
特に近年では、人間の経済活動は、気候変動などを通じて各地域の降水量に様々な影響
を与えており、それが水供給の経時的な不安定化を助長している。実際、図 5-9 に示す
ように、日本の年降水量は、1965 年頃から少雨の年が多くなっており、特にここ 20〜
30 年は、少雨の年と多雨の年の年降水量の開きが次第に大きくなってきている28。また、
渇水年水資源賦存量（10 年に 1 度程度の割合で発生する少雨時の水資源賦存量を地域
別に合計した値）も、1956 年から 2005 年までの 50 年間で過去に比べ減少しており、
渇水時の潜在的な水ストレスを増大させている（図 5-10）。
図 ５-10

渇水年水資源賦存量の変化

（出典）国土交通省

27

平成 24 年版「日本の水資源」

例えば利根川の場合、ダムの利水容量によって補給可能な日数は、夏期で約 40 日、冬期で約 50 日で
ある（国土交通省, 2012）。
28 国土交通省 (2012).
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b）水資源の利用状況
一方、利用状況の方を見ると（図 5-8）
、実際に使用している水量は、取水量ベース
で年間約 815 億㎥であり、使用されない 3,000 億㎥ 以上の水は海へ流出するか、地下
水として貯えられる。用途別の使用状況は、2009 年において農業用水が約 544 億㎥（約
67％）
、工業用水が約 116 億㎥（約 14％）
、生活用水が約 154 億㎥（約 19％）である。
また、このうち、約 721 億㎥（約 88％）は河川及び湖沼から、約 94 億㎥（約 12％）
は地下水から取水される。
図 ５-11

水使用量の推移

（出典）国土交通省

平成 24 年版「日本の水資源」

（出典）国土交通省

平成 24 年版「日本の水資源」

水利用量の経年的な推移で見ると、全体としては図 5-11 のようになる。ただし、利
用の様態は用途によって異なるため、用途別の把握が必要となる。生活用水については、
人々のライフスタイルなどとの関わりを念頭に置き、年間総量だけでなく、一人一日平
均の水使用量の推移を見ることが適切である。図 5-12 に示すように、生活用水使用量
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は、1998 年頃をピークに緩やかに減少傾向にある。
工業用水については、図 5-13 に見るように、高度成長期に使用量が大きく上昇した
が、排水規制や水の有効利用への対応を背景に、1960 年代以降、回収率が大きく高ま
ったため、
河川等からの淡水補充量は 1970 年代半ば以降、
緩やかな減少を続けている。
また、使用量全体としても、1997 年頃をピークに緩やかな減少傾向を続けている。
農業用水は、水田灌漑用水、畑地灌漑用水、畜産用水に大別される29。このうち水田
灌漑用水は、作付面積が減少しているという減少要因がある一方で、水田利用の高度化
や生産性向上に伴う単位面積当たり用水量の増加などの増加要因もあるが、全体として
は減少傾向にある。畑地灌漑用水は、灌漑面積は微減しているものの、用水量はほぼ横
ばい傾向にある（図 5-14）。

図 ５-12

生活用水使用量の推移

（出典）国土交通省

29

国土交通省 (2012).

128

平成 24 年版「日本の水資源」

図 ５-13

工業用水使用量の推移

（出典）国土交通省

図 ５-14

平成 24 年版「日本の水資源」

農業用水使用量の推移

（出典）国土交通省
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２．質的側面
公共用水域については、水質汚濁防止法の規定に基づき、水質汚濁に係る環境基準が
定められている項目（環境基準項目）を中心に、全国の自治体によって水質測定が実施
されている。環境基準項目は、人の健康の保護に関する項目（健康項目）と、生活環境
の保全に関する項目（生活環境項目）に大別される。
a）健康項目
健康項目は、水質測定が開始された昭和 46 年度には８項目であったが、以降、順次
見直され、現在では 27 項目となっている。
表 5-7 に見るように、平成 23 年度の達成率は 98.9％（前年度 98.9％）となった。環
境基準値の超過は、カドミウム、鉛、砒素、総水銀、1,2-ジクロロエタン、硝酸性窒素
及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素、1,4-ジオキサンの９項目について、のべ 61 地点
でみられ、水域群別では、河川が９項目のべ 58 地点、湖沼が２項目（鉛、砒素）のべ
３地点、海域については、超過地点なしであった。
ただし、幸福度指標における持続可能性指標群としては、個々の項目を全て追うので
はなく、全体の達成率の推移のみを指標として取り上げることが適切であると思われる。
b）生活環境項目
生活環境項目については、有機汚濁の代表的な指標としては、BOD(生物学的酸素要
求量)と COD(化学的酸素要求量)が挙げられる。前者は水中の有機物などの量を、その
酸化分解のために微生物が必要とする酸素の量で表したもので、河川の水質に適用され、
後者は水中の被酸化性物質（主に有機物）を酸化するために必要とする酸素量で示した
もので、海、湖の水質に適用される。
水域別の BOD や COD 基準の達成状況は、図 5-15 の通りである。河川の BOD 基準
の達成率は 93.0％であり、前年度に引き続き、90％以上を示している。一方、海域の
COD 基準は 78.4％、湖沼の COD 基準は 53.7％の達成率であり、いずれも近年は横ば
いで推移している。
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表 ５-7

健康項目の達成状況

（出典）環境省「平成２３年度公共用水域水質測定結果」
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図 ５-15

生活環境項目の達成状況の推移（BOD または COD）

（出典）環境省「平成２３年度公共用水域水質測定結果」

指標案：水資源
◎水資源賦存量

国土交通省

◯年降水量

気象庁

◎水使用量

国土交通省

（取水量ベース、生活・工業・農業）
◯生活用水使用量

国土交通省

（有効水量ベース、総量・一人一日平均）
◯工業用水使用量

国土交通省

（淡水使用量、回収率）
◎公共用水域の環境基準達成状況

環境省・公共用水域水質測定結果

（健康項目全体の達成率、生活環境項目（BOD
または COD）の達成率）
◎・・・主要指標の案、
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◯・・・補助指標の案

第２節

「資源消費と資源効率」指標群

「資源消費と資源効率」指標群は、自然資源の消費量や廃棄物の排出量はどの程度か、
また、一定の自然資源の投入や廃棄物排出に対して、どの程度の財やサービスが生み出
されたか、リサイクルの程度はどの程度か、を測る指標群である。
基本的な図式は図 5-16 の通りで、具体的には以下を測ることを想定している。
・資源消費量・廃棄物排出量等
・資源効率（資源生産性、循環利用の現状）
以下、それぞれの状況について、物質関係、エネルギー及び温室効果ガス関係に分け
て論じる。

図 ５-16

「資源消費と資源効率」指標群の基本的図式

（１）物質関係
一定の期間内に、特定の国や地域への物質の投入、国や地域内での物質の流れ、国や
地域外への物質の流れ、もしくはこれら各段階のフローの量を、
「物質フロー」という。
物質フローの全体像としては、図 5-17 が参考になる。投入には、国内での資源の採掘
分だけでなく、国外から資源そのものや製品の形で入ってくる輸入分も含まれる。投入
された物質は、国内の消費や生産過程への中間投入に回される。そのうち一部はストッ
クとして経済内に留まるが、それ以外は、資源そのものや製品の形で輸出されるか、循
環利用によって再び経済に投入されるか、あるいは、気体や廃水、埋め立ての形で環境

133

に排出される。
この物質フローの各段階を通じて、環境から投入された稀少な資源を可能な限り効率
的に使い、また、可能な限り排出による環境への負荷を縮減しつつ、かつ、最大限の経
済的社会的な価値の創出を行うことが、循環型社会づくりの基本となる。図 5-18 は、
循環型社会の形成のために各段階で想定される取り組みを図示したものである。
指標の観点から見ると、ア）環境からどの程度の物質が経済システムに投入・消費さ
れているか、また、イ）どの程度が再び環境に排出されているか、を把握するとともに、
ウ）一定の投入を前提に、経済システムがどの程度の価値を生み出しているか、のそれ
ぞれを把握していく必要がある。
以下、各段階で想定される指標を提示する。

図 ５-17

物質フローの概念図

出典：京都大学経済研究所先端政策分析研究センター主催研究会（2012 年３月 30 日）粟生木地球間戦略
研究機関研究員配布資料を参考に作成（原典：Gravgard Pedersen, O. (2002) DMI and TMR
Indicators for Denmark 1981, 1990 and 1997 - An Assessment of the Material Requirements of
the Danish Economy, Report for Eurostat, Statistics Denmark）
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図 ５-18 循環型社会の形成のための各段階での取り組み

出典：環境省「平成 24 年版 環境・循環型社会・生物多様性白書」

１．物質消費量

国内における資源消費の絶対量を測る指標である。国内の生産システムに対する資源
の投入量を表す指標としては、通常、国産及び輸入の自然資源と輸入製品分を合計した
直接物質投入量（Direct Material Input: DMI）が使われる。ただし、DMI には最終的
に資源や製品の形で輸出される分量も含まれているため、純粋に国内における資源消費
量を測る指標としては、これらを差し引いた国内物質消費量（Domestic Material
Consumption: DMC）を用いることが適切である。国民一人あたりの消費量の推移は
図 5-19 の通りである。
ただし、輸入製品については、製品そのものに含まれる資源のみならず、海外での製
造の過程でも資源が使われている。したがって、資源消費型産業の製造拠点が海外に移
っている現状では、実際には日本人一人ひとりが使う地球上の資源量は増加していたと
しても、それが指標に反映されない場合もあり得る。そこで、輸入製品等の生産に必要
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となった一次資源まで遡って物質消費量を計上した、一次資源等価換算物質消費量
（Raw Material Consumption: RMC）も併せて用いることが望ましい。
図 ５-19

国民一人当たりの資源消費量の推移

第 76 回中央環境審議会循環型社会計画部会 資料（平成 24 年 11 月 7 日）

ところで、生物資源などの再生可能資源の利用量については、本来、資源の再生量と
の兼ね合いで利用の持続可能性が判断されるべきであり、必ずしも絶対量の多寡自体が
問題とは言えない。本指標群では、国民の全般的な資源消費の規模や傾向を把握するた
め、特に再生可能資源と再生不可能資源の区別をせずに取り扱ったが、より正確に資源
消費の持続可能性を判断するためには、再生量と消費量との関係の把握は不可欠である。
なお、再生可能資源の中でも漁業資源と水資源については、先の「自然資本の状態」指
標群でこうした再生量も踏まえた検討を行った。

２．廃棄物排出量

経済システムから環境へのアウトプットとしての廃棄物の排出量を測る指標である。
廃棄物のうち、廃棄から再生利用や焼却等の処分を経て、最終的に経済システムから環
境に排出される分量は、埋め立てされる分、つまり最終処分量として把握される。図
5-20 に示される通り、我が国の最終処分量は、平成に入ってほぼ一貫して低下してき
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ている。現在、政府は平成 27 年度において約 23 百万トンとすることを目標値として
いるが、金融危機による景気低迷などの影響もあり、平成 20 年度、平成 21 年度と２
年連続で目標を達成している。
図 ５-20

最終処分量の推移

出典：環境省「第二次循環型社会形成推進基本計画の進捗状況の第４回点検結果について」

廃棄物は、大きく分けて「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の２つに区分される。 一
般廃棄物は産業廃棄物以外の廃棄物を指し、し尿のほか、主に家庭やオフィスや飲食店
から発生する「ごみ」が含まれている。
ごみは、直接資源化されるもの、中間処理を経て資源化されるもの、焼却などによっ
て減量化されるものを除いた分が最終処分される（図 5-20）。経済主体としての家庭や
オフィスそのものの廃棄行動に焦点を当てるという観点から言えば、最終処分量だけで
なく、中間処理を減る前の直接排出された分（ごみ総排出量）を把握することも重要で
ある。そこで本研究では、ごみの排出量について、総排出量と一人当たりの排出量の推
移を把握することを提案する。図 5-21 に示される通り、ごみ排出量は、経済成長に伴
って昭和 60 年度前後から増加してきたが、
平成 13 年度からは減少傾向が続いている。
同様に、産業廃棄物についても、産業の廃棄行動自体に焦点を当てるためには、直接
再利用や中間処理がされる前の段階の排出量を把握することが重要である。我が国にお
ける産業廃棄物の排出量の推移は、図 5-22 の通りである。だいた４億トン前後で大き
な変化はなく、ほぼ横ばいとなっている。
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図 ５-21

ごみ総排出量と 1 人 1 日当たりごみ排出量の推移

※ごみ総排出量＝計画収集量＋直接搬入量＋資源ごみ集団回収量
出典：環境省「平成 24 年版 環境・循環型社会・生物多様性白書」

図 ５-22

産業廃棄物の排出量の推移

出典：環境省「平成 24 年版 環境・循環型社会・生物多様性白書」
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３．資源効率・循環利用

資源効率性は、環境からの投入と環境への排出のフローの下で、経済システムがどの
程度効率的に資源を利用しているかを測るための概念である。ここでは、我が国の生産
設備の効率性を測るための「資源生産性」の指標と、投入資源のうちどの程度が循環利
用されたものであるかを測る「循環利用率」の指標を考える。

a）資源生産性
資源生産性は、生産設備への投入量と産出量の比率をとることで把握することができ
る。ここでは特に、実質 GDP を、投入された国産及び輸入の自然資源と輸入製品分を
合計した DMI（直接物質投入量）で割ることで定義される数値を用いることとする。
分子と分母の設定には様々な選択肢があり、例えば欧州では、分子に輸出分を差し引い
た DMC（国内物質消費量）を用いている。しかし、純粋に国内の生産設備の効率性を
測る上では、DMI を用いる方が直接的で明快であると考えられる。
このように定義した資源生産性の推移は、図 5-23 の通りである。平成 12 年度の約
26.3 万円／トンに対し、平成 21 年度では約 40.3 万円／トン（平成 12 年度約 26.3 万
円／トン）となり、資源生産性は約 53％上昇した。ただし、直近の推移の内訳を見る
と、金融危機の影響等により、前年度と比べて、実質 GDP が約 2.4％減少（約 540 兆
円から約 526 兆円）したのに対し、DMI が約 12.4％減少（約 14 億 92 百万ト
ンから約 13 億 7 百万トン）しており、投入量の減少率の方が GDP の減少率よりも大
幅に大きかったため、結果的に資源生産性が大きく増加したと評価される30。

30

環境省（2012b）
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図 ５-23

資源生産性の推移

出典：環境省「第二次循環型社会形成推進基本計画の進捗状況の第４回点検結果について」

b）循環利用率
循環利用率については、入り口（投入）と出口（排出）の二つの捉え方が考えられる。
入り口側の循環利用率は、循環利用量÷（循環利用量＋DMI（直接物質投入量）
）とし
て定義され、経済システムに投入される資源のうち、どれだけ循環利用（再利用・再生
利用）された資源が投入されているかを表す指標である。一方、出口側の循環利用率は、
経済システムから排出される廃棄物のうち、どれだけが循環利用に回されたかを示す指
標である。
廃棄物の大部分が循環利用されたとしても、自然資源の投入量が膨大で、全体として
大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会から抜け出せなければ意味がないため、循環型
社会を築く観点からは、前者の指標がより重要である。一方で、入り口側の循環利用を
高める前提として、廃棄物の循環利用の割合を増加させることは重要であること、また、
そのために排出事業者やリサイクル産業の規模を測る必要があることから、出口側の指
標も補助的に使うことが望ましい。
入り口側の循環利用率の推移は図 5-24 の通りである。循環利用率は、平成 21 年度
で約 14.9％であり、平成 12 年度と比べて約 4.9 ポイント上昇した。直近の内訳を見
ると、やはり金融危機の影響等により、前年度と比べて、循環利用量が約７％減少した
のに対して、DMI は約 12.4％減少しており、DMI の減少率の方が循環利用量の減少率
よりも大きかったため、循環利用率が増加した31。

31

環境省（2012b）
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図 ５-24

循環利用率の推移

出典：環境省「第二次循環型社会形成推進基本計画の進捗状況の第４回点検結果について

また、循環利用に関する指標を補足するため、企業や家庭の取り組みの状況を補助指
標として示すことも考えられる。例えば、家庭に身近な容器包装については、ガラス瓶、
ペットボトル、プラスチック製容器包装、紙製容器包装、スチール缶、アルミ缶、紙パ
ック、段ボールなどについては、容器包装リサイクル法に基づく分別収集の対象となっ
ている。これらの分別収集や再商品化実績の推移は、図 5-25 の通りである。
図 ５-25

容器包装リサイクル法に基づく分別収集・再商品化実績の推移

出典：環境省「平成 24 年版 環境・循環型社会・生物多様性白書」

141

指標案：物質関係
a）物質消費量
◎国内物質消費量（DMC）

物質フローの模式図（環境省）および簡

（国全体、国民一人当たり、資源分類別）

易延長産業連関表（経済産業省）等より
推計

◯一次資源等価換算物質消費量（RMC）
（国全体、国民一人当たり、資源分類別）

物質フローの模式図（環境省）および簡
易延長産業連関表（経済産業省）等より
推計

b）廃棄物排出量
◯最終処分量

一般廃棄物処理事業実態調査（環境省）、
産業廃棄物排出・処理状況調査（環境省）
等

◯ごみ排出量（総排出量、一人当たり）

一般廃棄物処理事業実態調査（環境省）
等

◯産業廃棄物排出量

産業廃棄物排出・処理状況調査（環境省）
等

c）資源効率・循環利用
◎資源生産性（＝実質 GDP÷DMI）

物質フローの模式図（環境省）および簡
易延長産業連関表（経済産業省）等より
推計

◎循環利用率（入り口（投入）側）

物質フローの模式図（環境省）および簡
易延長産業連関表（経済産業省）等より
推計

◯循環利用率（出口（排出）側）

物質フローの模式図（環境省）および簡
易延長産業連関表（経済産業省）等より
推計

◯容器包装の分別収集・再商品化の実績

容器包装リサイクル法に基づく市町村ご
との分別収集量等実績調査（環境省）等
◎・・・主要指標の案、
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◯・・・補助指標の案

（２）エネルギー及び温室効果ガス関係

エネルギー関係についても、物質フローと同様、経済システムへのエネルギーの投入
量や消費量と、経済システムから環境への温室効果ガスの排出量、さらに、経済システ
ム内部でのエネルギー効率や炭素効率を、それぞれ指標で捉えていく必要がある。

１．エネルギー投入量・消費量

図 5-26 のエネルギーバランス・フローから分かるように、日本の経済システム全体
に投入されるエネルギーの総量は、1 次エネルギー国内供給（2 万 2091 ペタジュール）
で測られる。投入エネルギーは、その後エネルギー転換部門における損失（△7117 ペ
タジュール）を経て、最終消費部門へ供給される（1 万 4974 ペタジュール）
。

図 ５-26

エネルギーバランス・フロー概要（2010 年度、単位 1015J）

（出典）資源エネルギー庁「エネルギー白書 2012」
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a）一次エネルギー国内供給
一次エネルギー国内供給については、総量だけでなく、ソース別の供給量の内訳を把
握する必要がある。図 5-27 に示すように、日本は、1973 年度には一次エネルギー国
内供給の 75.5％を石油に依存していたが、石油危機を契機に、エネルギー供給を安定
化させるため、石油依存度を低減させ、代替エネルギーとして、原子力、天然ガス、石
炭等の導入を推進してきた。その結果、一次エネルギー国内供給に占める石油の割合は、
2010 年度には 40.1％と大幅に改善され、石炭（22.5％）
、天然ガス（19.2％）、原子力
（11.3％）の割合が増加する等、エネルギー源の多様化が図られた32。
しかし、一次エネルギー国内供給に占める化石エネルギーの依存度は 83％と高く、
エネルギー安全保障や気候変動の緩和の観点からも、長期的には脱化石燃料の促進が求
められる。一方で、福島第一原子力発電所事故以降、原子力を核とするエネルギー戦略
は見直しを迫られており、再生可能エネルギーの開発・促進を急速に進めるとともに、
短期的には石炭や天然ガスなどの化石燃料への依存を増やさざるを得ない。また、円安
による燃料費負担の増大や、アメリカなどの諸外国におけるシェールオイル・シェール
ガスの開発動向も、今後のエネルギー供給の動向を大きく左右すると考えられる。

図 ５-27

一次エネルギー国内供給の推移

（出典）資源エネルギー庁「エネルギー白書 2012」

32

資源エネルギー庁（2012）
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b）再生可能エネルギーの導入状況
気候変動の緩和の観点からも、また、東日本大震災以降の国内のエネルギー事情に鑑
みても、再生可能エネルギーの導入促進は環境政策・エネルギー政策上、極めて重要で
ある。また、2012 年 7 月には、再生可能エネルギーの固定価格買取制度が施行され、
企業や自治体の取り組みも一層活発化することが予想され、その動向には大きな関心が
集まっている。そこで指標においても、他のエネルギー源とは区別して、別個に導入状
況を把握することは意義が大きい。なお、現在の導入状況は図 5-28 の通りである。

図 ５-28

再生可能エネルギー発電設備の導入状況（2012 年 11 月末時点）

（出典）第８回調達価格等算定委員会・資源エネルギー庁資料（平成 25 年 1 月 25 日）

c）最終エネルギー消費
最終エネルギー消費については、消費総量の推移に加え、部門別の消費量の推移を把
握する必要がある。図 5-29 に示されるように、我が国のエネルギー消費は、1970 年
代の石油危機を契機に、産業部門において省エネルギー化が進むとともに、省エネルギ
ー型製品の開発が盛んになった結果、産業部門ではほぼ横這いで推移してきた。一方で、
1980 年代後半から、快適さや利便性を求めるライフスタイルの普及等を背景に、民生
（家庭部門、業務部門）・運輸部門ではほぼ倍増した。直近では、金融危機に伴う景気
悪化を受け、産業部門の消費が大幅に減少したが、2010 年度は、景気回復や気温によ
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る影響を受け、再び増加に転じた33。

図 ５-29

部門別最終エネルギー消費の推移

（出典）資源エネルギー庁「エネルギー白書 2012」

２．温室効果ガス排出量

a）生産ベース排出量
第 3 章で論じたように、温室効果ガスの排出については、排出を国内での生産に紐付
けて考えるのか、消費に紐付けて考えるのかによって、各国における排出量の計上の仕
方や責任負担の構成が異なってくる。しかし、気候変動枠組条約に基づく排出削減義務
は、国内の経済活動による排出量に課されるものであり、したがって、各国の排出削減
政策の評価に当たっては、まずは生産ベースでの排出量を把握することが求められる。
図 5-30 は、我が国の生産ベースでの温室効果ガス全般の排出量の推移を示したもので、
図 5-31 は、二酸化炭素排出量について、部門別の内訳を示したものである。

33

資源エネルギー庁（2012）
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図 ５-31 CO2 排出量の部門別内訳（2010 年度）

図 ５-30 温室効果ガスの排出量の推移

出典：環境省「平成 24 年版 環境・循環型社会・生物多様性白書」

b）消費ベース排出量
第 3 章で論じたように、消費ベースの排出量については、近年、バーチャル・カーボ
ンやエンベディッド・カーボンなどの指標をもとに多くの分析が展開されている。特に
地球規模の持続可能性への影響ということを考えた場合、生産がどこで行われたかに関
わらず、日本の豊かな消費生活が地球温暖化にどのような影響を及ぼしているかを測る
上で、消費ベースの排出量を把握することは重要である。
消費ベースでの排出量については、GTAP のデータベースなどを利用して、多地域産
業連関表（Multi-regional input-output table: MRIO）を構築することで、推計を行う
ことができる。例えば、Atkinson et al. (2012)は、日本を含む 20 カ国について、生産
ベース・消費ベースでの CO2 排出量の推計を行っている。今後は、これらの先行研究
を参考に、消費ベースでの排出量を経年でより詳細に把握していくことが望まれる。
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３．エネルギー・炭素生産性

a）エネルギー生産性
エネルギー生産性指標は、資源生産性指標と同様、いかに少ないエネルギー投入で大
きな経済的付加価値を生み出しているかを測る指標である。一般的には「GDP÷エネ
ルギーの総消費量」と定義される。国レベルでのエネルギー生産性を測る場合、「エネ
ルギー消費量」には「1 次エネルギー国内供給量」を用いるのが一般的である。なお、
図 5-26 から分かるように、エネルギー生産性を向上させるためには、GDP 当たりの最
終エネルギー消費を削減することに加えて、エネルギー転換部門における損失を解消す
ることも重要である。

b）炭素生産性
炭素生産性指標は、一般に「GDP÷炭素の総排出量」と定義される。この指標値が
上昇すれば、少ない炭素排出量でより大きな経済的付加価値を生み出していることにな
る。また炭素生産性は、エネルギー生産性指標を用いて以下のように分解できる。

GDP
炭素の総排出量

＝

GDP

1 次エネルギー供給量

1 次エネルギー供給量

炭素の総排出量

したがって、炭素生産性を向上させるには、エネルギー生産性を向上させるか、1 次
エネルギー供給量当たりの炭素排出量を下げるという 2 つの方策がある。後者は、炭素
排出係数の低いエネルギー技術を開発することが必要になる。

指標案：エネルギー及び温室効果ガス関係
a）エネルギー投入量・消費量
◎一次エネルギー国内供給（総量、ソース別） 総合エネルギー統計（経済産業省・資源
エネルギー庁）
◯再生可能エネルギー導入量（総量、ソース別）
◎最終エネルギー消費

総合エネルギー統計（経済産業省・資源

（総量、部門別、一人当たり）

エネルギー庁）
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b）温室効果ガス排出量
◎温室効果ガス排出量（生産ベース、総量）

日本国温室効果ガスインベントリ報告書

◯部門別二酸化炭素排出量（生産ベース、総量） 日本国温室効果ガスインベントリ報告書
◎温室効果ガス排出量（消費ベース、一人当た GTAP データベース等より推計（Atkinson
り）

et al. (2012)など先行研究あり）

c）エネルギー・炭素生産性
◎エネルギー生産性

総合エネルギー統計（経済産業省・資源
エネルギー庁）等より推計

◎炭素生産性

総合エネルギー統計（経済産業省・資源
エネルギー庁）等より推計
◎・・・主要指標の案、
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◯・・・補助指標の案

（補論２）デカップリング

「デカップリング」（decoupling）とは、切り離しを意味し、経済成長に伴って環境
負荷も増大するという従来の関係を切り離して、経済成長（または雇用の増大や生活の
質の向上）は実現しつつも、環境負荷は減少するような発展様式や社会経済構造を目指
す考え方を言う。このための公共政策や社会戦略はデカップリング戦略と呼ばれ、1980
年代からドイツを中心とする欧州諸国で発展してきた。このような文脈での「デカップ
リング」を初めて明示的に定義したのは、OECD が 2002 年 5 月に公表した報告
書、”Sustainable Development –Indicators to Measure Decoupling of Environmental
Pressure from Economic Growth”である。ここでは、デカップリングは「一定期間に
環境負荷（Environmental Pressure）増加率が経済推進力（Driving Force）成長率を
下回る状態」と定義されている。
しかし、この定義によれば、環境負荷の絶対量が増加していても、経済成長率を下回
る割合であれば、デカップリングが実現していると評価されていることになってしまう。
そこで報告書では、環境負荷増加率がゼロまたは負である一方で、経済成長率が正であ
る状況を「絶対的デカップリング」（absolute decoupling）、環境負荷増加率が正であ
るが経済成長率よりは小さい状況を「相対的デカップリング」（relative decoupling）
と呼ぶことで、区別を強調している。
これに似た概念としては、UNEP 国際資源パネルのデカップリング作業部会が提示
する「資源デカップリング」
（resource decoupling）と「影響デカップリング」
（impact
decoupling）がある。前者は、経済活動一単位当たりに必要な資源利用の割合を減少さ
せることと定義され、後者は、負の環境影響を減らしながら経済的なアウトプットを増
やすことと定義される。
デカップリング状況の表示方法として最も一般的なのは、図 5-32 のように環境負荷
指標と経済推進力指標を一時点からの指数（1990 年＝100 等）として、1 つのグラフ
上に時系列で示すことである。この他、多数の国のデカップリング状況をわかりやすく
比較するため、横軸に経済成長率・縦軸に環境負荷増加率をとり、座標平面上に各国の
データをプロットするという表示形式もある。
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図 ５-32

デカップリング状況の表示例

GDP
温室効果
ガス排出
化石燃料供給

エネルギー消費起
源 CO2 排出

（出典）OECD（2008）

また、「資源デカップリング」については、このような視覚的把握のみならず、すで
に説明した資源生産性指標の改善をもって評価することもできる。同様の概念は、資源
利用だけでなく、エネルギー消費量や温室効果ガス排出量との関係でも議論されている。
例えば、第四次環境基本計画の総合的環境指標では、「環境と社会経済の関係を端的に
表す指標」のうちの「環境効率性を示す指標」として、「環境負荷と経済成長の分離の
度合いを測るためのデカップリング指標」が位置付けられた。具体的には当面「二酸化
炭素排出量÷GDP」を用い、他の環境負荷（大気汚染物質・化学物質等）の環境効率
性についても補助指標として検討するとされている。
「二酸化炭素排出量÷GDP」と定
義した場合、この指標は炭素生産性の逆数となる。
ただし、上述のように、これだけではエネルギー消費・炭素排出の絶対量の削減が実
現しているかが分からないことから、エネルギー・炭素の絶対量の変化と併せて表示す
ることが望ましい。
また、マクロレベルの総エネルギー消費・炭素排出の削減は、各消費部門（産業、民
生（家庭・業務）、運輸（旅客・貨物））の積み上げに過ぎず、それぞれの部門で削減ポ
テンシャルや原単位目標は異なる。したがって、各国・地域において削減ポテンシャル
を最大限実現するためには、各部門別に取組が正当に評価されるような削減目標や原単
位目標を設定・管理することが重要であろう。
欧州連合（EU）は 2007 年 3 月に「エネルギー・気候変動政策パッケージ」を採択
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し、
「20-20-20」という 3 つの目標の 1 つとして、エネルギー効率化（2020 年までに
EU 域内における 1 次エネルギー消費量を予測値に比べて 20%削減）を位置付けた。こ
の進捗を測るため、Odyssee というデータベース（欧州委員会及び EU 内の全エネルギ
ー機関の委託を受けた Enerdata 社が運営）において、EU 各国の 1980 年以降の部門
別エネルギー消費量や原単位消費量のデータを管理しており、表 5-8 に挙げたような主
要なデータはインターネット上で無料で公開している。
全体的なエネルギー・炭素生産性指標やデカップリング指標は、分かりやすさという
点で優れているが、その指標値を望ましい方向へ操作していくためには、ブレーク・ダ
ウンした部門別原単位目標を補完的な環境指標として明示し、それを基盤として議論を
形成することが重要である。

表 ５-8

Odyssee で公開されている部門別エネルギー効率に関する主要指標
原単位目標

産業部門

運輸部門

民生家庭部門

民生業務部門

定義

１．産業部門のエネルギー強度（効率性）

最終エネルギー消費量÷総付加価値額

２．製造業のエネルギー強度

製造業の最終エネルギー消費量÷付加価値額

３．化学産業のエネルギー強度

化学産業の最終エネルギー消費量÷付加価値額

１．空輸旅客当たりのエネルギー消費

空輸のエネルギー消費量÷空輸旅客数

２．陸路運送量当たりのエネルギー消費

陸運のエネルギー消費量÷財の運送量

３．道路車両当たりのエネルギー消費

道路車両エネルギー消費量÷車両数

１．世帯当たりのエネルギー消費

家庭のエネルギー消費量÷世帯数

２．世帯当たりの電気・照明用エネルギー消費

家庭の電気・照明用エネルギー消費量÷世帯数

３．世帯当たりの暖房用エネルギー消費

家庭の暖房用エネルギー消費量÷世帯数

４．世帯床面積当たりの暖房用エネルギー消費

家庭の暖房用エネルギー消費量÷世帯床面積

１．雇用者数当たりの業務部門のエネルギー消費

業務部門最終エネルギー消費量÷雇用者数

２．雇用者数当たりの業務部門の電気消費

業務部門の電気消費量÷雇用者数

３．業務部門のエネルギー強度

業務部門の最終エネルギー消費量÷付加価値額

４．業務部門の電気エネルギー強度

業務部門の電気消費量÷付加価値額
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第３節

「地球規模の持続可能性への影響」指標群

日本国内の自然資本や経済活動の状況が、地球規模の持続可能性に直接的にどのよう
な影響を与えているかを測る指標群である。

（１）他の指標群と重複する指標
「自然資本の状態」指標群と「資源消費と資源効率」指標群は、基本的には、日本社
会の持続可能性と関わる指標を中心に選んだものだが、この中には、同時に地球規模の
持続可能性に貢献するものも含まれている。これらを再掲すると、以下の通りである。

「自然資本の状態」指標群から
森林 1ha が 1 年間に吸収する炭素量（全

◎森林による炭素吸収量

樹種平均）（森林総合研究所）、総森林
面積（林野庁）より推計

「資源消費と資源効率」指標群から
◎国内物質消費量（DMC）

物質フローの模式図（環境省）および簡

（国全体、国民一人当たり、資源分類別）

易延長産業連関表（経済産業省）等より
推計

◯一次資源等価換算物質消費量（RMC）
（国全体、国民一人当たり、資源分類別）

物質フローの模式図（環境省）および簡
易延長産業連関表（経済産業省）等より
推計

◎一次エネルギー国内供給（総量、ソース別） 総合エネルギー統計（経済産業省・資源
エネルギー庁）
◎温室効果ガス排出量（生産ベース、総量）

日本国温室効果ガスインベントリ報告書

◎温室効果ガス排出量（消費ベース、一人当た GTAP データベース等より推計（Atkinson
り）

et al. (2012)など先行研究あり）
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（２）追加すべき指標

１．その他の消費ベース指標

前節では、CO2 の排出量に関し、消費ベースでの指標について検討した。第３章でも
述べたように、消費ベースでの CO2 排出量は、バーチャル・カーボンやエンベディッ
ド・カーボンなどの概念で実際の推計が行われている他、OECD グリーン成長指標で
も需要ベースの炭素生産性が取り上げられている。
消費ベースの指標としては、この他に以下の指標が重要である。

a）バーチャル・ウォーター
バーチャル・ウォーター（virtual water）は、ロンドン大学のアンソニー・アラン教
授が最初に用いた概念で、様々な定義の変遷を経つつも、輸入された財やサービスの生
産に必要な水の量、あるいはより一般的に、財やサービスの生産に必要な水の量を指す。
また、これらの生産物を国境を超えてやりとりすることを、その背後にあるバーチャ
ル・ウォーターを念頭に、バーチャル・ウォーター貿易と言う。これは、貿易理論で貿
易の要素含有量（factor content of trade）と呼ばれてきたものの水資源版（water
content of trade）に他ならず、呼び方はともかく、この考え方自体は新しいものでは
ない。典型的には、水資源が稀少な地域や水生産性の低い地域が食料などを輸入するこ
とで、もし自国でそれらを生産していたら必要であった水資源を節約し、他のより重要
な用途に用いることができることが、バーチャル・ウォーター貿易の利点であると言わ
れる。

図 ５-33

日本のバーチャルウォーター貿易
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環境省（2010a）,「平成 22 年版 環境・循環型社会・生物多様性白書」

図 5-33 に示すように、日本は食料輸入等を通じて、世界各国からバーチャル・ウォ
ーターを輸入している。特に農業生産のためのバーチャル・ウォーターは、日本人一人
当たり一日 1500〜3000 リットルと言われており、これは飲料のための水（１〜２リッ
トル）、生活用水（約 400 リットル）と比べても膨大な量である34。ただし、日本の場
合、バーチャル・ウォーターの輸入の要因は水資源の不足ではなく、土地資源の不足や
食生活の変化（肉食の増加）など、多様な要因が考えられる。
バーチャル・ウォーターの輸入状況を評価するにあたっては、次の２点に留意が必要
である。第一に、バーチャル・ウォーターの輸入量が多いからと言って、それが直ちに
輸出元の水資源の枯渇につながるわけではない。本章で述べたように、水資源は再生可
能資源であり、水消費の持続可能性は再生可能な水賦存量との関係で評価されるべきで
ある。例えば、水賦存量が世界最大級のカナダから多くのバーチャル・ウォーターを輸
入したからといって、現状で日本の食料消費がカナダの水資源に枯渇の危機をもたらし
ているとはいえない。
第二に、一方で、水希少性が高い国から直接食料を輸入していないとしても、バーチ
ャル・ウォーターの輸入は間接的にこれらの国の食料事情に甚大な影響を与え得る。例
えば、Yang et al. (2003)は、アジア・アフリカ諸国では、一人当たりの水賦存量が一定
の閾値を下回ると、幾何級数的に穀物の輸入需要が増加するが、国民所得の低い多くの
国は輸入に対応できず、飢餓が発生する恐れがあることを示した。こうした状況は、今
後、各地域における人口増加や気候変動による水賦存量の低下などにより、さらに悪化
すると考えられる。日本がこれらの国から直接食料を輸入する可能性は大きくないが、
それ以外の国から水消費量の高い穀物を大量に輸入している状況では、結果的にこれら
の国の国際食料市場を通じた食料アクセスを悪化させる恐れもある。

b）バーチャル・ランド
バーチャル・ランドは、バーチャル・ウォーターと同様、輸入される食料の生産に必
要な土地面積を表す概念である。土地は、経済活動の物理的な基盤としての面積として
の側面（リカード的土地）と、土壌による栄養供給や流域による水フロー調節など、生
態系サービスを供給する生態系資源としての側面とがある。農作物の場合、単なる面積
として土地を占有するだけでなく、その土地に存在する様々な生態系サービスを用いて
生産が行われる。食料の輸入は、間接的に、国外の土地のこうした機能を用いることで

34

沖（2012）.
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もある。
バーチャル・ウォーターと同様、バーチャル・ランドの輸入が直ちに飢餓を引き起こ
すわけではなく、輸出元における食料や所得の分配、食料アクセスの状況など複雑な要
因が関係していることに留意が必要である。

２．持続可能な消費の促進

森林認証や漁業認証については、「自然資本の状態」指標群の節でも取り上げたが、
FSC や MSC といった国際認証はむしろ国外の森林や漁場と関係した認証数の方が圧
倒的に多く、したがって、地球規模で持続可能な森林管理や漁業管理を促進する上でも
有効である。この他にも、レインフォレスト・アライアンスが運営するレインフォレス
ト・アライアンス認証ラベルや、国際フェアトレードラベル機構が運営する国際フェア
トレード認証ラベルなども、持続可能な消費を促進するための重要なツールとして世界
各国で普及している（図 5-34）
。
したがって、これらの認証ラベルの国内における普及状況や認知度は、消費を通じた
地球規模の持続可能性への影響を測る上でも重要な指標であると考えられる。

図 5-34

各種の認証ラベル

FSC 森林認証ラベル
森林管理協議会
www.fsc.org

海洋管理協議会（MSC）認証ラベル
海洋管理協議会
www.msc.org

レインフォレスト・
アライアンス認証ラベル
レインフォレスト・アライアンス
www.rainforest-alliance.org

国際フェアトレード認証ラベル
国際フェアトレードラベル機構
www.fairtrade.net
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指標案：追加すべき指標

a）その他の消費ベース指標
◯バーチャル・ウォーター

GTAP データベース等より推計

（輸出元国・輸入量）
◯バーチャル・ランド

GTAP データベース等より推計

（輸出元国・輸入量）

b）持続可能な消費の促進
◯国際的な認証ラベルの普及状況

各認証団体公表

（海洋管理協議会（MSC）認証ラベル、FSC
森林認証ラベル、レインフォレスト・アラ
イアンス認証ラベル、国際フェアトレード
認証ラベルなど）
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第６章

結論

本研究では、幸福度指標の今後の検討に資するため、持続可能性に関する指標につい
て、国内外の最新の動向を把握・整理するとともに、それらを踏まえ、我が国の幸福度
指標群における持続可能性面の指標についての提案を行った。
提案の内容や推計例は、概要以下のとおりである。

第１節

分析結果の要点

（１）指標の射程
指標が捉えるべき持続可能性の範囲は、基本的には、世代間衡平性や世代内衡平性を
柱とする狭義の持続可能性の概念を中心とすべきである。また、日本社会の持続可能性
を測る指標を中心に構成しつつも、可能な限りで、地球規模の持続可能性への影響を測
る指標も検討すべきである。

（２）統合指標と個別指標群
指標の形式としては、統合指標の課題を個別指標で補完する「ハイブリッド型指標」
か、もしくは、統合指標は用いずに複数の個別指標で持続可能性を把握する「ダッシュ
ボード型指標」のどちらかを選択すべきである。シャドウプライスの扱い、資本間の代
替性不可能性や生態系の臨界性の問題など、統合指標に関係する様々な課題を踏まえれ
ば、統合指標だけを単一指標として持続可能性を評価することは望ましくない。

（３）統合指標としての包括的富指標の独自推計
本研究では、統合指標の一例として、日本の包括的富の推計を行った。ただし、今回
の推計は自然資本が中心で、製造資本や人的資本は基本的に国連の包括的富報告書を踏
襲した。自然資本としては、具体的には、鉱物資源、エネルギー資源、森林、農地、漁
業資源の富の価値を算出した。

１．推計手法上の改良
推計手法としては、主に以下の点を改良した。
・ 統計が存在する限りは、国際的なデータではなく、国内の実態をより適確に表す
国内統計を用いた。
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・ 金属については、地下資源だけでなく、地上資源の価値を富として算入するため
の考え方について、検討の方向性を整理した。
・ 再生可能エネルギーを富に組み入れる試みの一つとして、導入可能量や価格や費
用に関する現在利用可能なデータを用いて、参考的な価値の推計を行った。
・ 可能な限り、漁業資源についても再生可能性を反映した推計を行った。
・ 森林については、木材や非木材森林資源価値と並んで、炭素吸収・貯蔵サービス
を森林の富の価値として計上した。
・ シャドウプライスとして、可能な限り、環境・経済統合勘定中核枠組み（SEEA-CF）
で推奨される「残存価額法」で導出される資源レントを用いた。その上で、デー
タの利用可能性や妥当性に応じて「純現在価値」
（Net Present Value: NPV）ア
プローチを適用した。
・ シャドウプライスは、期間中の平均値で固定することを前提とせず、構造的な価
値の変化があると思われる場合は各年の価格を用い、景気変動などによる短期的
な市場の変動の影響によると考えられる場合は平均値で固定するなど、個別の状
況に応じて柔軟に判断した。

２．推計結果と考察
・ UNU-IHDP and UNEP (2012)の自然資本が期間中微増で推移しているのに対し、
本研究のそれは 1990 年代後半以降減少している。これは農地と森林資源の価値
の減少によるところが多い。農地の富としての価値は、農産物価格の低下や生産
量の減少、耕作放棄や宅地等への転用による耕地面積の減少を原因として一貫し
て減少している。森林の富としての価値のうち、木材については、外国産材との
価格競争や木造住宅着工数の減少等に伴う木材需要の停滞、非木材森林資源につ
いては輸入製品の流通増加に伴う国内生産の減少が寄与しているものと思われ
る。
・ その結果、UNU-IHDP and UNEP (2012)においては、計測対象となった 20 カ
国のうち、日本は、自然資本を増加させながら同時に包括的富の増加を達成した
唯一の国であったが、こうした状況は否定される。
・ これらの違いは、主には、UNU-IHDP and UNEP (2012)が期間中のシャドウプ
ライスを固定しているのに対し、本研究では、短期的な市場の変動のみによると
考えられる場合を除き、シャドウプライスも変化させることを基本としたためで
ある。乱伐や乱獲による資源枯渇が懸念されるような状況においては、物理的な
変化のみに焦点を当てることは適切と考えられるが、現在の日本においては、漁
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業資源などを除けば、物量上の変化よりも、むしろ、社会的価値の変化の方が富
の変動の要因として大きい場合があり、その点を考慮しなければ、包括的富指標
が目指すポートフォリオ・マネジメントの観点からも、有益な視座が得られにく
いものと考えられる。
・ 個別の論点としては、森林については、木材資源や非木材森林資源としての価値
が低下する中で、炭素吸収・貯蔵サービスの相対的割合が増えており、今回推計
に含めなかった他の生態系サービスも考慮すると、今後は一層、木材供給以外の
目的にも貢献する森林管理が求められる。
・ また、再生可能エネルギーについては、単年度の価値だけでみても、日本の自然
資本の価値の６割に相当する価値を生み出す潜在性を持っている。

（４）個別指標の提案

１．個別指標の構造
指標の数値を改善することが、狭義の持続可能性の実現、すなわち世代間衡平性や世
代内衡平性の確保につながることが受け手に理解しやすいように、個別の指標を選択肢、
それらを分類・配置することが適切である。
本研究では、OECD グリーン成長指標などの構造を参考に、自然資本と人工資本の
相互関係を中心に、総体として日本の持続可能性に貢献するような指標体系として、
（A）
「自然資本の状態」指標群と（B）「資源消費と資源効率」指標群を、さらに、日本国
内の状況が地球規模の持続可能性与える影響を測る指標体系として、
（C）
「地球規模の
持続可能性への影響」指標群を選択した。
全体の構図は以下の通りである。
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個別指標の全体像

２．個別指標の候補
各個別指標群に属する指標の候補はそれぞれ以下の通りである。
ただし、すなわち、持続可能性面の指標として重要度が特に高いものを「主要指標」
として分類した上で、重要度は劣るものの、選択肢の一つとして検討に値するものを「補
助指標」として挙げる。
（※）表記：

◎・・・主要指標の案、

◯・・・補助指標の案

（A）「自然資本の状態」指標群

a）地上金属資源（都市鉱山）
◯地下資源の“可採埋蔵量”に当たる地上の金属
資源の量
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b）再生可能エネルギー
◯再生可能エネルギーの導入可能量

各省庁による再生可能エネルギーの導入
ポテンシャル調査

c）生物多様性
◎脊椎動物、昆虫、維管束植物の各分類群におけ
る評価対象種数に対する絶滅のおそれのある種

環境省・絶滅危惧種情報（レッドリスト）

数の割合（暫定）

d）森林
◎保安林面積

林野庁業務資料

◯間伐の実施状況

林野庁業務資料

◎炭素吸収量

森林 1ha が 1 年間に吸収する炭素量（全樹
種平均）（森林総合研究所）、総森林面積
（林野庁）より推計

◯森林認証の普及状況

森林管理協議会(FSC)、「緑の循環」認証

（森林管理協議会(FSC)や「緑の循環」認証会議

会議(SGEC)

(SGEC)の認証件数）

e）漁業資源
◎周辺水域の漁業資源における資源評価

（独）水産総合研究センター「我が国周辺

（低位水準に分類される魚種・系群の資源量及び

水域の漁業資源評価」

その推移）
◯漁業認証の普及状況

海洋管理協議会(MSC)、マリン･エコ･ラベ

（海洋管理協議会(MSC)ラベル付き製品数、マリ

ル(MEL)ジャパン

ン･エコ･ラベル(MEL)ジャパンの認証件数）

f）水資源
◎水資源賦存量

国土交通省

◯年降水量

気象庁

◎水使用量

国土交通省
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（取水量ベース、生活・工業・農業）
◯生活用水使用量

国土交通省

（有効水量ベース、総量・一人一日平均）
◯工業用水使用量

国土交通省

（淡水使用量、回収率）
◎公共用水域の環境基準達成状況

環境省・公共用水域水質測定結果

（健康項目全体の達成率、生活環境項目（BOD ま
たは COD）の達成率）

（B）「資源消費と資源効率」指標群

a）物質関係
・物質消費量
◎国内物質消費量（DMC）

物質フローの模式図（環境省）および簡易

（国全体、国民一人当たり、資源分類別）
◯一次資源等価換算物質消費量（RMC）
（国全体、国民一人当たり、資源分類別）

延長産業連関表（経済産業省）等より推計
物質フローの模式図（環境省）および簡易
延長産業連関表（経済産業省）等より推計

・廃棄物排出量
◯最終処分量

一般廃棄物処理事業実態調査（環境省）、
産業廃棄物排出・処理状況調査（環境省）
等

◯ごみ排出量（総排出量、一人当たり）

一般廃棄物処理事業実態調査（環境省）等

◯産業廃棄物排出量

産業廃棄物排出・処理状況調査（環境省）
等

・資源効率・循環利用
◎資源生産性（＝実質 GDP÷DMI）

物質フローの模式図（環境省）および簡易
延長産業連関表（経済産業省）等より推計

◎循環利用率（入り口（投入）側）

物質フローの模式図（環境省）および簡易
延長産業連関表（経済産業省）等より推計
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◯循環利用率（出口（排出）側）

物質フローの模式図（環境省）および簡易
延長産業連関表（経済産業省）等より推計

◯容器包装の分別収集・再商品化の実績

容器包装リサイクル法に基づく市町村ご
との分別収集量等実績調査（環境省）等

b）エネルギー及び温室効果ガス関係
・エネルギー投入量・消費量
◎一次エネルギー国内供給（総量、ソース別）

総合エネルギー統計（経済産業省・資源エ
ネルギー庁）

◯再生可能エネルギー導入量（総量、ソース別）
◎最終エネルギー消費

総合エネルギー統計（経済産業省・資源エ

（総量、部門別、一人当たり）

ネルギー庁）

・温室効果ガス排出量
◎温室効果ガス排出量（生産ベース、総量）

日本国温室効果ガスインベントリ報告書

◯部門別二酸化炭素排出量（生産ベース、総量）

日本国温室効果ガスインベントリ報告書

◎温室効果ガス排出量（消費ベース、一人当たり） GTAP データベース等より推計（Atkinson
et al. (2012)など先行研究あり）

・エネルギー・炭素生産性
◎エネルギー生産性

総合エネルギー統計（経済産業省・資源エ
ネルギー庁）等より推計

◎炭素生産性

総合エネルギー統計（経済産業省・資源エ
ネルギー庁）等より推計
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（C）「地球規模の持続可能性への影響」指標群

a）自然資本の状態による影響
森林 1ha が 1 年間に吸収する炭素量（全樹

◎森林による炭素吸収量（再掲）

種平均）（森林総合研究所）、総森林面積
（林野庁）より推計

b）資源消費による影響
◎国内物質消費量（DMC）（再掲）

物質フローの模式図（環境省）および簡易

（国全体、国民一人当たり、資源分類別）

延長産業連関表（経済産業省）等より推計

◯一次資源等価換算物質消費量（RMC）（再掲） 物質フローの模式図（環境省）および簡易
（国全体、国民一人当たり、資源分類別）
◯バーチャル・ウォーター

延長産業連関表（経済産業省）等より推計
GTAP データベース等より推計

（輸出元国・輸入量）
◯バーチャル・ランド

GTAP データベース等より推計

（輸出元国・輸入量）
◯国際的な認証ラベルの普及状況

各認証団体公表

（海洋管理協議会（MSC）認証ラベル、FSC 森
林認証ラベル、レインフォレスト・アライア
ンス認証ラベル、国際フェアトレード認証ラ
ベルなど）

c）エネルギー消費及び温室効果ガス排出による影響
◎一次エネルギー国内供給（総量、ソース別）（再

総合エネルギー統計（経済産業省・資源エ

掲）

ネルギー庁）

◎温室効果ガス排出量（生産ベース、総量）（再

日本国温室効果ガスインベントリ報告書

掲）
◎温室効果ガス排出量（消費ベース、一人当たり） GTAP データベース等より推計（Atkinson
（再掲）

et al. (2012)など先行研究あり）
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第２節

今後の課題

本研究においては、理論や方法論上の未成熟さや、データの制約など様々な理由によ
り、十分に深めることができなかった論点がいくつかある。中でも、以下の課題につい
ては、我が国の幸福度指標の持続可能性面での在り方を考える上で、また、持続可能性
指標自体の今後を考える上でも、今後、さらなる検討を進める必要があると考えられる。

１．SEEA-CF を踏まえた環境経済・統合勘定の推計
第２章で述べたように、SEEA-CF は、2012 年 2 月に環境経済勘定に関する初の国
際基準として採択されたほか、翌年、実験的生態系勘定も国連統計委員会において報告
がなされた。SEEA 自体はあくまで国民会計だが、今後の持続可能性指標を巡る議論に
対し、概念整理やデータ提供などの面で大きな影響を与えることは間違いない。我が国
においても、これまで SEEA-1993、SEEA-2003 の公表に合わせて推計が行われてき
たが、SEEA-CF が公表されたことを受け、できるだけ早期に、国際基準に基づいた再
推計を行うことが重要と考えられる。なお、生態系勘定についても、各国政府や国際機
関の検討の動向も踏まえながら、関係省庁の連携のもと、導入に向けた検討を進めるべ
きと考えられる。

２．日本の持続可能性と地球規模の持続可能性との関係
本論でも繰り返し述べたように、指標で測る対象が日本一国の持続可能性であるのか、
それとも地球規模の持続可能性であるのかという点は、指標づくりの前提として定めな
くてはならない重要な事項である。本来、国際社会が持続可能な発展という旗印のもと
で優先的に取り組むべきは、深刻化する気候変動や生態系の破壊の影響を最も受ける、
自然資本に生活を依存する途上国の脆弱な社会層が直面する危機である。たとえ日本一
国が指標上は持続可能と判断されても、日本で消費される財の生産のために、国外の資
源利用や温室効果ガスの排出を増やし、指標の範囲の外側にいるこれらの社会層を危機
に陥れているのでは意味がない。一方で、再生可能エネルギーの普及や資源効率性の向
上を通じて環境負荷を減らせば、日本の持続可能性を高めることが地球全体の持続可能
性に直接貢献することにつながるほか、環境技術の開発や先進的な社会モデルを提示す
ることによって、各国の持続可能な社会づくりを間接的に支援することもできる。以上
を考え合わせ、本研究では、大きく分けて、ア）日本社会の持続可能を測る指標と、イ）
日本が地球規模の持続可能性に与える影響を測る指標の二つを設け、両面から持続可能
性を考えていくこととした。
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しかし、本研究では、アとイとの相互関係については、十分に深めることができなか
った。特に、統合指標として提案した包括的富指標は、あくまで日本の持続可能性を評
価するための指標となるが、これと地球規模の持続可能性との関係については、国際的
にも更なる検討が必要である。理想的には、両者を組み合せることで、ウ）日本が地球
規模の持続可能性に与える負の影響を、日本社会の持続可能性から差し引いて評価する
ことができる、統合的な指標体系を構築することが望ましい。

３．国際貿易の影響：生産ベース指標と消費ベース指標の検討
その際、重要な論点となるのは、本論でも詳しく論じた、国際貿易の影響である。特
に日本は、Atkinson et al (2012)が指摘しているように、UNU-IHDP and UNEP (2012)
の計測対象となった 20 カ国のうち、自然資本を増加させながら、同時に包括的富の増
加を達成した唯一の国だが、消費ベースで見ると、日本の一人当たりの資源利用量は国
内資源の採取量を大幅に上回っている。二酸化炭素排出量についても同様の点が指摘で
きる。
地球規模の持続可能性への寄与を、生産ベースで評価すべきか、あるいは消費ベース
で評価すべきかについては、指標の用途の違いなどに応じて様々な選択肢があるが、と
りわけ幸福との関係で考えた場合には、日常生活や仕事の中で直接的に利用する財やサ
ービスが地球規模の持続可能性にどのような影響を与えているのかという、消費ベース
の観点から指標を考えていくことが重要である。
また、消費ベース指標は、生産設備の効率性の改善に留まらず、資源消費や温室効果
ガス排出の絶対量そのものを抑制しながら、人々の幸福や生活水準を維持していくため
の、新しい製品やライフスタイル、さらには社会制度を構想していく上でも、重要な情
報基盤となるものと考えられる。
このような消費ベース指標の例としては、バーチャル・カーボン、エンベディッド・
カーボン、バーチャル・ウォーター、バーチャル・ランドなどの概念が提唱され、実際
に推計が行われてきているが、国際レベルでもまだ研究の蓄積が始まったばかりである。
今後は、GTAP などの国際貿易データベースを活用しながら、我が国の消費に体化され
ている資源利用や温室効果ガス排出についての推計を試みていくことが急務であると
考えられる。

４．その他の論点
その他にも、特に包括的富指標に関しては、今後、以下の点について、さらに検討を
行っていくことが望ましい。
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a）炭素吸収以外の生態系サービスの価値の評価
本研究では、試論的に、森林資源の炭素吸収・貯蔵サービスの価値の推計を行ったが、
今後はそれだけでなく、水源涵養、土砂災害の防止など、幅広い生態系サービスの価値
を富の評価に含めていくことが重要である。

b）地上資源の価値の評価
本研究では、金属の地上資源について、賦存量や埋蔵量などのストックの考え方につ
いて整理を行ったが、今後は、個別の資源についてのフィージビリティ・スタディの進
展を踏まえながら、実際に富の推計を行っていくことが必要である。

c）再生可能エネルギーの価値の評価
本研究では、試論的に、現在利用可能なデータを用いて、再生可能エネルギーの単年
度の価値と、単純にそれが永続的に続くと仮定したときの純現在価値（NPV）の価値
の評価を行った。しかし、当然のことながら、ストック（導入可能量）は技術的・制度
的・経済的な状況によって変化するほか、シャドウプライスについても、固定価格買取
制度の調達価格は年々変更されるだけでなく、再生可能エネルギーの多くは技術的にも
市場的にも未成熟であるため、制度終了後に純粋に市場で形成される価格はもちろん、
制度期間内も含め費用の動向も未確定な部分が多い。今後は、再生可能エネルギーに関
連した技術的・制度的・経済的な動向を見極めながら、さらに精度の高い価値推計を行
っていくことが重要である。
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