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要旨
本研究では、今後の持続可能性指標と幸福度指標との統合に向けた検討に資するため、
近年における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。結論として、幸福度指標に環境
面の状況を組み入れる場合と、持続可能性指標と幸福度指標を統合する場合について、
それぞれ、以下のような成果を得た。

（１）幸福度指標に環境面の状況を組み入れる場合



環境面の状況が個人の幸福感に与える影響については、１）環境問題が健康状態
や財産に与える影響、２）資源の供給、３）基本的な環境サービスへのアクセス、
４）自然からの充足感、自然とのつながり、４）自然災害リスクによる影響とい
った観点から分類を行うことができる。



生態系サービスの多くは、人間の経済活動や社会活動と深く結びついているほか、
個人の幸福感にも様々な形で大きな影響を与えており、幸福度指標においてもこ
れらの把握に努める必要がある。指標化の検討にあたっては、以下に述べる点に
留意すべきである。


生態系サービスのいくつかは、暮らしの中で直接実感される影響はなく、普
段は市場価格にも反映されていないが、生態系の劣化の深刻化とともに、市
場を介して個人の幸福感にも大きな影響を与える場合がある。



地域によっては、生態系サービスは、市場を介することなく、人々の暮らし
や健康に直接影響を及ぼすことがある。



生態系サービスは、基本的な環境サービスへのアクセスの確保について、極
めて大きな役割を果たしているほか、洪水や旱魃などの自然災害リスクの減
少に大きく貢献するとともに、ひとたびリスクが顕在化した際の社会のレジ
リアンスを高めることにも役立つ。



実際の環境汚染の状態と、それについての人々の認識とは、人々の主観的幸福に
別々の影響を与える可能性がある。また、こうした精神的影響の度合いは、職業、
年齢、性別、家族構成、持病、喫煙、健康習慣、体重、教育水準、所得水準、雇
用状況、居住地域、環境情報へのアクセスなどによって異なる。したがって、幸
福度指標における環境面の状況の指標化にあたっては、主観指標と客観指標の両
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面からの把握を検討することが適切である。特に、公害による被害のように、社
会集団毎に異なる影響が予想される問題については、環境面をめぐる不平等を早
期に発見し、政策的に対処するために、主観指標と客観指標の組み合わせを通じ、
多面的に分析を進めることが適切である。


自然災害の影響を考える際には、災害が実際に起こった場合における被害はもち
ろん、発生リスクの増大が人々の生活や精神状況にもたらす様々な影響について
も考慮に入れる必要がある。自然災害リスクの影響を指標化する際には、第一に、
当該地域における各種の災害の発生確率だけでなく、それについての人々の主観
的評価も併せて検討する必要がある。第二に、自然災害リスクが人々の幸福感に
与える影響は、災害に対するレジリアンスが社会にどの程度あるかによって大き
く左右されるものと考えられるため、今後はこうした側面を評価する指標の開発
が期待される。

（２）持続可能性指標と幸福度指標を統合する場合



持続可能性指標の検討に幸福や福祉の視点を持ち込むことの意義は、幸福論が投
げかける新たな豊かさについての視点から世代間衡平性や世代内衡平性を捉え直
し、持続可能性指標の前提となっている持続可能性の判断基準を再構築すること
にある。



幸福度指標の検討に持続可能性の視点を持ち込むことの意義は、一つの世代に属
する人々の幸福や、一つの国に住む人々の幸福が、将来世代や他国の貧困層の幸
福の犠牲の上に成り立つ状態を回避すべきとの価値判断を指標に反映することで
ある。



幸福や福祉の観点から持続可能性指標の再構築を行う場合には、以下の方向性が
考えられる。
１）統合指標と個別指標群のハイブリッド指標群
持続可能性指標の構築にあたっては、ジェニュイン・インベストメントのよ
うな一つの価値単位に換算された統合指標で全体像を把握するとともに、価値
の不可欠性、代替不可能性、不可逆性のある臨界自然資本については、統合指
標とは別途、物量やベンチマークなどの個別指標でそのストックを把握するべ
きである。持続可能性の判断は、これら統合指標と臨界自然資本の個別指標の
両面からの総合的な考慮に基づいて行うべきである。
２）シャドウプライスの推計

2

統合指標の構築に用いるシャドウプライスの推計については、非市場財に関
する各評価手法の長所短所を見極めながら、各資本の経済的な性質に合致した
手法を選択すべきである。適切な推計手法が十分に確立していない資本のうち、
特に重要なものについては、１）の臨界自然資本のように、やはり物量やベン
チマークなどの個別指標でそのストックを把握することも検討すべきである。
３）地球規模の持続可能性の評価
持続可能な発展の理念に照らせば、国や地域のレベルだけでなく、地球全体
の持続可能性指標の構築が必要である。また、国や地域のレベルの持続可能性
指標についても、国内や地域内で消費された財やサービスが国外や地域外で引
き起こした自然資本や人的資本への悪影響を考慮し、それを国内の総資本から
割り引いて評価する必要がある。
４）資本選択の基準
資本選択にあたっては、以下の点に留意すべきである。
ⅰ）二段階の資本選択：健康や教育など人間としての基本的な条件を確保
するために不可欠な資本と、各世代がそれぞれの価値観に基づいて行う
選択肢の多様性を確保する資本との二つの段階で資本選択を行うべき
である。
ⅱ）世代間の競合性：世代間での競合性がある資本など、ある世代の活動
や選択が、それに続く世代の幸福や福祉に何らかの影響を及ぼす場合の
みを検討の対象とするべきである。
ⅲ）発展途上国の脆弱な社会層の利益：地球全体の持続可能性指標の構築
にあたっては、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
な悪影響を与える可能性のある資本や、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含めるべきである。また、
国や地域のレベルの持続可能性指標についても、国内や地域内の活動が
こうした国外の資本へ悪影響を与える場合は、それを総資本から割り引
いて評価するべきである。


持続可能性の観点からの幸福度指標の再構築する場合には、上記の観点に立っ
て再構築された持続可能性指標を、幸福度指標の用途や対象、さらには全体の体
系や指標数に応じて、適切な形で接合するべきである。
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第１章

第１節

本研究の趣旨

問題意識

19 世紀後半以降に急速に工業化を達成した先進諸国においては、1960 年代頃から、
GDP（国内総生産）に象徴される経済的な豊かさが国民の幸福感につながらない“幸福
のパラドックス”が問題となってきた。我が国においても、一人あたり GDP の急激な伸
びにかかわらず、1970 年代以降、国民の幸福度や生活満足度は一向に向上していない。
こうした背景の下、これまで国内外において、社会の豊かさや国民の幸福度を測る新た
な指標の開発に向けた試みがなされてきた。我が国でも、「新成長戦略」
（平成 22 年 6
月 18 日閣議決定）において新しい成長及び幸福度についての指標の整備等が掲げられ
たことを受け、2011 年 12 月に、内閣府の「幸福度に関する研究会」が、「幸福度に関
する研究会報告―幸福度指標試案―」を取りまとめたところである。
一方、環境の分野においては、公害などの社会的な費用が GDP に反映されないという
古典的な課題に加え、1980 年代以降の“持続可能な発展”の概念をめぐる議論の進展
に伴い、これを開発政策などにどのように組み入れるべきかとの問題関心から、持続可
能性指標についての議論が活発化してきた。たとえば 1992 年の地球サミットで採択さ
れたアジェンダ２１においては、意思決定における環境と開発の統合された環境・経済
勘定体系の確立が謳われ、国民経済計算のサテライト勘定としての「環境・経済統合勘
定」
（SEEA: Satellite System for Integrated Environmental and Economic Accounting）
の策定につながった。その後も、持続可能性を測る指標づくりの試みは、国連や世界銀
行などの国際機関、各国の政府や自治体、NGO、研究者など様々な主体によって展開さ
れてきた。
両者の流れは背景を異にするものの、GDP に回収されない社会や経済の発展の度合い
を測る指標として、今後はお互いの関係性や接点に関する検討を深めるとともに、より
包括的な視点で統合の可能性を探っていくことが適切であると考えられる。そこで本研
究では、今後の持続可能性指標と幸福度指標との統合に向けた検討に資するため、近年
における持続可能性指標及び幸福度指標に関する国内外の先行的な取り組みについて、
ヒアリング調査及び文献調査を踏まえて整理し、その上で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。
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第２節

“持続可能な発展”概念に関する作業上の分類

“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 1。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 Future 2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、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。本研究では、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
理を行う。
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。
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。
以下の考察では、ブルントラント委員会報告書によって提示された世代間衡平性と世
代内衡平性に焦点を当てた持続可能な発展概念を「狭義の持続可能性」とし、経済、社
会、環境の統合的な発展といった広範な捉え方を「広義の持続可能性」として区別する。
なお、これらの分類はあくまで作業上のものであり、一般に使用されている概念整理と
1
2

IUCN (1980)
World Commission (1987)
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は必ずしも一致しないことに留意されたい。

第３節

報告書の構成

本報告書では、持続可能性指標と幸福度指標のあるべき関係性の全体像を把握するた
め、大きく分けて、前半では、広義の持続可能性の概念に従って広範な先行事例を体系
的に整理するとともに、後半では、広義の持続可能性の視点と狭義の持続可能性の視点
とを使い分けながら、持続可能性指標と幸福度指標の統合に必要な視点についてより深
く考察する。
第２章では、持続可能性指標及び幸福度指標に関する国内外の先行事例について整理
を行う。第１節では、広義の持続可能性の視点から、幅広い持続可能性指標の先行事例
の整理を行う。第２節では幸福度指標の先行事例について整理する。ただし、幸福度指
標一般の先行事例については、
「幸福度に関する研究会」の検討過程でも既に包括的な
整理が行われていることから、ここでは特に環境問題や持続可能性との関係性に焦点を
絞って記述することとする。
第 3 章では、前章における整理を踏まえ、両指標の関係性及び今後の検討の方向性に
ついて論ずる。第１節では、本研究において検討の対象とする、両者の関係性のパター
ンについて全体像を俯瞰する。第２節では、広義の持続可能性の立場に立ち、幸福度指
標に持続可能性の視点を組み入れる場合の論点のうち、環境面の状況が幸福度に与える
影響を指標化するにあたっての論点について論じる。第 3 節では、狭義の持続可能性の
立場に立ち、持続可能性指標に幸福や福祉の視点を組み入れる場合の論点や、逆に、幸
福度指標に世代間衡平性や世代内衡平性の観点を組み入れる場合の論点について論じ
る。
第４章では、結論を述べる。
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第２章

持続可能性指標及び幸福度指標
に関する先行事例

第１節

持続可能性指標の先行事例

（１）ダッシュボード型指標

ダッシュボード型指標は複数の指標の集合体で、多くの場合、特定の社会目標に向け
た政策の進捗を包括的に測ることを目的としている。ダッシュボードだけで公表される
こともあれば、それらを元に推計した統合指標とセットで公表されることもある。

①ダッシュボード型指標の例
ⅰ）欧州連合：持続可能な発展指標（Sustainable Development Indicators）
欧州連合の持続可能な発展指標（Sustainable Development Indicators）は、欧州連
合の持続可能な発展戦略の進捗を測るために開発・公表されている指標群である。10
のテーマと 34 のサブテーマに分かれる合計 132 の指標から構成され、それぞれレベル
に応じて、ヘッドライン指標、オペレーショナル指標、説明指標、文脈指標などに分類
される。
指標の選択は、極めて包括的な欧州の持続可能な発展戦略の項目に沿った形で行われ
ているため、経済面や環境面のみならず、社会的包摂や健康といった社会面を含む広範
な分野がカバーされているほか、資金やガバナンスなどの実施手段に関する指標も含ま
れている。また、戦略の改訂などの状況変化に伴い、柔軟に新たな指標の追加や削除が
行われている。

表１

欧州連合：持続可能な発展指標のテーマとサブテーマ
テーマ

社会経済発展

サブテーマ
・ 経済発展
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・ イノベーション、競争力、エコ効率性
・ 雇用
持続可能な消費と生産

・ 資源利用と廃棄
・ 消費パターン
・ 生産パターン

社会的包摂

・ 金銭的貧困と生活条件
・ 労働市場へのアクセス
・ 教育

人口動態

・ 人口動態
・ 高齢者所得の十分さ
・ 財政の持続可能性

健康

・ 健康と健康上の不平等性
・ 健康の決定要因

気候変動とエネルギー

・ 気候変動
・ エネルギー

持続可能な運輸

・ 運輸とモビリティ
・ 運輸の影響

自然資源

・ 生物多様性
・ 淡水資源
・ 海洋生態系
・ 土地利用

グローバル・パートナーシップ

・ 貿易のグローバリゼーション
・ 持続可能性のファイナンス
・ グローバルな資源管理

グッド・ガバナンス

・ 政策の一貫性と有効性
・ 公開性と参加
・ 経済的手法

（※）欧州委員会統計局ウェブサイト等から作成。
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ⅱ）イギリス政府：持続可能な発展指標（Sustainable Development Indicators）
環境食料農村地域省（DEFRA）によって公表されている持続可能な発展に関する指
標群。健康、住宅、雇用、犯罪、教育、環境など合計 68 の指標から構成され、
「持続可
能な消費と生産」
、
「気候変動とエネルギー」、
「自然資源の保護と環境の改善」、
「持続可
能なコミュニティの創出」の４つの分野に関する進捗の概況を提供している。欧州連合
の持続可能な発展指標と同様、極めて広範囲の項目がカバーされており、新たな指標の
追加や削除も柔軟に行われている。
特に最近では、個人の幸福感に関わる指標についての追加が行われた。環境食料農村
地域省によると、個人の幸福感に含まれる指標としては、もともと、犯罪に対する恐怖、
教育、健康な人生を送れる期間など 12 の指標が含まれていたが 3、これに加え、全般的
な満足感、ポジティブとネガティブな感情、子どもの幸福、緑の空間、文化活動への参
加、精神的な健康など、主観的幸福を含む一連の指標が追加された。

表２

イギリス政府：持続可能な発展指標の分野と指標例
分野

温室効果ガスの排出

指標例
温室効果ガスの排出量、最終消費者の二酸化炭素排出
量、航空・船舶の排出量

電力生産

再生可能エネルギー、ほか

二酸化炭素とその他の排出物

家計のエネルギー消費、道路運輸、製造業、ほか

資源利用

エネルギー供給、水資源利用、ほか

廃棄物

一人あたり家庭ゴミ、ほか

自然資源

鳥の個体数、生物多様性の保全、土地利用、漁業資源
ストック、大気汚染、ほか

文脈指標

GDP、労働者あたり生産量、人口、労働人口、ほか

社会

コミュニティ参画、犯罪、ほか

雇用と貧困

雇用、仕事のない家庭、子どもの貧困、ほか

教育

教育、持続可能な発展に関する教育

健康

健康な人生を送れる期間、死亡率、喫煙率、ほか

3

環境食料農村地域省ウェブサイトによると、個人の幸福感に関わる指標としては、もともと、
1）犯罪に対する恐怖、2）仕事のない家庭、3）子どもの貧困、4）年金受給社の貧困、5）教育、
6）健康な人生を送れる期間、7）自殺、8）アクセシビリティ、9）社会的正義、10）環境面で
の公平性、11）住宅の状況、12）地元に対する満足感の 12 の指標が組み込まれていた。
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モビリティとアクセス

モビリティ、児童の登校、交通事故、ほか

社会的正義 / 環境面での公平性

社会的正義、環境面での公平性、大気の質と健康、ホ
ームレス、ほか

国際

国際協力

幸福感

幸福感

（※）環境食料農村地域省ウェブサイト等から作成。

ⅲ）経済協力開発機構（OECD）
：グリーン成長指標（Green Growth Indicators）
グリーン成長指標（Green Growth Indicators）4は、経済協力開発機構（OECD）が、
2009 年に開始した「グリーン成長戦略（Green Growth Strategy）
」 5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）」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素を特定す
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。
広範な指標群ではあるものの、欧州連合やイギリス政府の持続可能な発展指標と対比
すると、顕著な特徴が見られる。第一に、グリーン成長指標に含まれる指標の範囲は、
環境と経済の関係性に関わる部分に限定されている。これは、グリーン成長指標が、広
義の持続可能性に基づく持続可能な発展戦略ではなく、より焦点が絞られたグリーン成
長戦略の一環として作成され、指標自体の目的も明確であるためである。すなわち、グ
リーン成長指標は、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
かにすることで、政策分析と進捗評価に必要な適切な情報を提供することを目的として
おり、その目的に資する指標が厳選されている。
第二に、同様の理由で、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ある。具体的には、背景となる「社会経済的文脈と成長の性質」

4
5

OECD (2011a)
OECD (2011b)
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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。
各領域の間には明確な関係性が規定されており、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。
第三に、後述のマクロ経済指標にも採用されている、いわゆる“資本アプローチ”に
類似した手法をとっている。したがって理論上は、狭義の持続可能性を測る指標として
も機能するものと考えられる。こうした指標の構造は、先述のグリーン成長の定義を反
映したものと考えられ、具体的には、「自然資産ベース」に分類される各指標に表現さ
れている。
一方で、実際に選択されている個別指標のベースまで落とし込んで考えると、全体の
構造や各領域間の関係性、さらには狭義の持続可能性を測る指標としての有効性は、必
ずしも明らかではない。たとえば、「自然資産ベース」として、淡水資源、森林資源、
漁業資源、鉱物資源、土地資源、土壌資源、野生生物資源が挙げられ、それぞれ個別の
統計が割り当てられている。これらの資源の重要性は論を挟むまでもないが、実際に選
択されている指標が表す自然資産の質と量が、「環境・資源生産性」や「環境面での生
活の質」の領域に掲げられる各種の生産性や環境サービスとどのような関係性にあるの
かは明らかではない。たとえば水資源については、地下水などのストックや取水速度と、
消費段階での水効率性との関係性は比較的明確である一方 6、森林や土壌については、
掲げられている指標が表す質と量が、廃棄物や汚染物質の吸収源としてどの程度の環境
サービスを提供できるか、また、それが経済の効率性や生産性にどのような影響を与え
るかは明らかでない。

表３

OECD：グリーン成長指標の各領域

ⅰ）社会経済的文脈と成長の性質

・経済成長、生産性と競争
・労働市場、教育、所得

ⅱ）環境・資源生産性

・炭素・エネルギー生産性
・資源生産性
・多要素生産性

ⅲ）自然資産ベース

・再生可能ストック

6

工場や家庭や農地など消費段階での水生産性が高ければ、取水速度は低く抑えられ、地下
水のストックを持続することができる。
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・非再生可能ストック
・生物多様性と生態系サービス
ⅳ）環境面での生活の質

・環境面での健康及びリスク
・環境サービスとアメニティ

ⅴ）経済的機会と政策対応

・技術とイノベーション
・環境財と環境サービス
・国際金融フロー
・価格と移転
・規制・管理アプローチ
・訓練とスキル開発

（※）詳細については、巻末の「ヒアリング調査を行った先行事例の概要」を参照。

②ダッシュボード型指標の長所と短所
ダッシュボード型の指標の長所は、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の、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、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、GDP や単一の数値に情報を
集約するその他の統合指標に比べ、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。もちろん、一方で統合指標には単純化に伴う情
報量の不足や解釈の難しさといった限界が伴うことから、一般論で言えば、指標の使用
目的に応じて両者を使い分けることが重要である。
ただし、特に狭義の持続可能性の視点から考えた場合、グリーン成長指標などを除き、
ほとんどのダッシュボード型の持続可能性指標は、全体の構造や各指標間の関係性が不
明確で、これらの指標の数値の改善が、いかなる意味で持続可能性を担保するのかが不
明確であるか、そもそもそうした視点自体が欠如している。世代間衡平性や世代内衡平
性にかかるトレードオフが指標群に構造化されていないため、特定の指標の数値の改善
が、かえって持続可能性を遠のけてしまうような恐れも考えられる。狭義の持続可能性
の実現に資することを指標の目的とする場合は、指標群の選定にあたり、持続可能性に
関する明確な定義を行うとともに、それを全体の構造や各指標間の関係性に適切に組み
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込むことが不可欠である。

（２）複合指数型指標

複合指数型指標は、計算の基礎となる複数の指数を加重集計することで、対象となる
社会的事象の幅広いスペクトルを統合的に計測する指標である。単一の数値に情報を集
約する統合指標の一種だが、後述するマクロ経済指標やフットプリントと異なり、構成
統計の指数化や標準化を行うだけで、それらを貨幣や面積などの単一の尺度に還元して
集計することはしない。カバーされる領域の広がりや、指数化・標準化の方法、集計に
用いるウェイトなどに応じて、様々な形態が存在する。
ⅰ）人間開発指数（HDI: Human Development Index）
国連開発計画（UNDP）が公表する複合指数型の持続可能性指標で、主に開発の社会
面及び経済面に焦点を当てている。アマルティア・センの潜在能力（capabilities）の
概念などの影響を受け、開発の究極的な評価基準は、単なる経済成長ではなく、人々と
その潜在能力に置かれるべきとの考えに基づき、1990 年の人間開発報告書(Human
Development Report (HDR))における初出以降、毎年公表されている。
HDI は、長く健康な生活、知識へのアクセス、ディーセントな生活水準という三つの
基本的な次元から、各国の人間開発の平均レベルの長期的な進捗を評価する。具体的に
は、平均寿命、教育上の達成、所得の３つの指数の算術平均として複合指数を算出する。
各統計にゴールポストと呼ばれる最低水準と最高水準が設定され、各国の数値は 0 と 1
の間に指数化される。
ⅱ）Environmental Sustainability Index（ESI）
イェール大学環境法・政策センターが開発した複合指数型の持続可能性指標である 7。
世代間衡平性と世代内衡平性を同時に達成するという狭義の持続可能な発展の理念に
基づき、環境のみならず、人口動態や平均余命、栄養状態といった社会的側面や、市民
的・政治的権利や腐敗といった制度的側面について、関連するデータを標準化して指数
化したもの。具体的には、76 種のデータをもとに、環境システム、環境ストレスの削
減、人間脆弱性の削減、社会・制度的能力、地球規模での責任の５構成要素に含まれる

7

Esty et al. (2005)
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21 指標の平均値として算出される 8。
ⅲ）Environmental Performance Index（EPI）
ESIと同じく、イェール大学環境法・政策センターが開発した複合指数型の持続可能
性指標で 9、健康に対する環境ストレスの削減、生態系活力の促進、健全な資源管理の
達成度を測定する合成指数である。６つのカテゴリーからなる 16 の指標を主成分分析
と均等ウェイトによって重み付けしている。それぞれの指標に対して達成すべき目標が
設定されており、目標値と実現値との乖離により各指標のスコアが算出される 10。

（３）マクロ経済指標

環境面を加味した社会の豊かさを統合指標で示すもう一つの方向性は、国内総生産や
国民所得といった国民勘定上の概念やマクロ経済学の基本的なモデルを踏まえ、これを
環境面から修正ないし発展させる流れである。以下では、これを、①フローとしての環
境コストを控除することで指標を補正する環境フロー補正指標と、②それに加え、自然
資本など富の増減を勘定に組み込む資本アプローチ指標に分けて論じる。

①環境フロー補正指標
社会の豊かさを測る指標としての GDP や GNP（国民総生産）の欠陥についての指
摘は古くからなされてきた。特に 1950 年代〜1970 年代にかけて、急速な経済成長や
都市化に伴い、大気汚染や水質汚濁、騒音といった公害問題が先進国を中心に深刻化す
ると、こうした負の外部性をマクロ経済指標に反映させようとする試みが数々なされて
きた。
ⅰ）MEW（Measure of Economic Welfare）
その初期の例が、トービンとノードハウスが 1972 年に提唱したMEW（Measure of
Economic Welfare）である

11。MEWは、GNPを基本としつつ、第一に、最終支出項

佐々木・植田 (2009)など。
Esty et al. (2006)
10 佐々木・植田 (2009)など。
11 Nordhaus and Tobin (1972)
8
9
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目の再分類を行い、必要悪や防御的支出として中間財的な性格を持つ財・サービスと投
資的支出を控除した。第二に、人々の福祉に寄与しながらGNPに含まれていない、耐
久消費財などの資本サービスや、余暇活動、家事労働などの非市場生産活動の帰属価値
を計上した。第三に、生活環境の悪化を考慮に入れ、その帰属価値を控除した。特に当
時急速に進行していた都市部への人口流入とそれに伴う混雑に着目し、都市住民の高い
所得の一部は悪化した生活環境への補償であると考え、その帰属費用をGNPから控除
した。
ⅱ）国民純福祉（NNW: Net National Welfare）
同様の試みは、1973 年に経済企画庁経済審議会が提唱した国民純福祉（NNW: Net
National Welfare）でさらに明示的な形で行われている 12。すなわち、国民所得に含ま
れる財貨サービス消費について、環境を維持するために実際に支出された環境維持経費
や、物理的環境が現実に悪化した場合の環境汚染の帰属評価額、通勤事情の悪化や交通
事故の増大など都市化に伴う損失を控除した。ただし、計算方法が複雑な上、結果は
GNPと大きな差がなく、定着することはなかった。

②資本アプローチ指標
MEW や NNW などの 1970 年代のマクロ指標の試みは、公害など福祉に対するフロ
ーとしての環境損失を控除したものであったが、1980 年代から持続可能な発展への関
心が高まると、マクロ経済指標にもこれらの考え方を反映させようとする試みが登場す
る。これらの試みに共通するのは、世代を超えて福祉を維持するために、社会に存在す
る様々な資本を維持する考え方であり、“資本アプローチ”と呼ばれる。なお、資本ア
プローチ自体については、次章において詳述する。
ⅰ）SMEW（Sustainable Measure of Economic Welfare）
トービンとノードハウスは、持続可能な発展に関する議論を踏まえ、MEWを基礎と
しながらも、国民の富の総量の変化を勘案したSMEW（Sustainable Measure of
Economic Welfare）を提唱した。具体的には、MEWの計算法に加え、年間減耗率 20％
で換算した恒常在庫法に基づき、再生産可能資本、再生産不可能資本、教育資本、健康

12

経済審議会 NNW 開発委員会編 (1973)
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資本といった各種の資本を含む形で、政府・民間の富の総量を推計する。MEWとSMEW
の違いを要約すれば、標準的な国民勘定におけるGDPとNDP（国内純生産）の違いと
同様、SMEWは資本ストックの保持と両立するMEWの水準を測るものであると言え
る 13。トービンとノードハウスは、1929 年から 1965 年までの米国のSMEWを計算し、
GNPとの比較を行った。その結果、主に余暇の帰属価値の付加を反映して、SMEWは
GNPの水準より大幅に高くなった。
ⅱ）ISEW（Index of Sustainable Economic Welfare）
ISEW（Index of Sustainable Economic Welfare）は、1989 年にハーマン・デイリ
ーとジョン・コブによって開発された統合的な持続可能性指標で 14、実際に米国につい
て 1950 年から 1990 年までの各年について計測がなされたほか、他の研究者などによ
って様々な修正を施されながら、世界各国・各地域で実際に応用されている。
ISEW をはじめとするマクロ経済指標の多くは、ヒックスの所得概念を出発点として
いる。ヒックスにおける所得は、ある国民が、今期の終わりに貧しくなることなしに（つ
まり、来期以降も同等以上の消費が見込まれる程度に）、今期消費できる最大量を示す。
これに従えば、NDP や NNP（国民純生産）は、将来にわたって持続可能となる消費水
準の最大量を示すように調整されなければならない。この調整された NDP や NNP こ
そが、ヒックス的な意味での所得であり、この意味において、持続可能性の考え方はす
でに所得概念に内包されている。先の SMEW や ISEW、さらに後述の GPI や eaNDP
は、このヒックスの持続可能な所得の考え方を基礎としたマクロ経済指標のバリエーシ
ョンであるとも言える。
ISEW と SMEW との主な違いは、ISEW では、所得分配の不公平性により消費を調
整したことや、余暇の金銭価値を含めていないことなどである。
具体的には、デイリーとコブの ISEW は以下により算出される。
ISEW＝所得分配で調整された消費支出 ＋（家計労働サービス＋耐久消費財サー
ビス＋高速道路等サービス＋健康・教育への公的支出の増加）—（耐久消
費財支出＋健康・教育への防御的民間支出＋通勤の費用＋個人の公害制御
費用＋交通事故の費用＋水質汚濁の費用＋大気汚染の費用＋騒音の費用）
—（湿原の消失＋耕作地の消失＋再生不可能資源の枯渇＋長期的な環境被
害＋オゾン層の破壊）＋（純資本成長＋国際的地位の純変化）
13
14

Afsa et al. (2008), p.10
Cobb and Daly (1989)
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ⅲ）GPI（Genuine Progress Indicator）
GPI（Genuine Progress Indicator）は、ISEW を継承する形で、非営利のシンクタ
ンク Redefining Progress によって 1995 年から毎年公表されている。
ISEW と GPI は、各国・地域の特性に応じた改良や修正が施されながら、米国のほ
か、カナダ、チリ、オーストラリア、ドイツ、イギリス、イタリア、オーストリア、オ
ランダ、スウェーデン、ポーランド、さらには兵庫県など我が国の自治体など、世界の
各国・各地域で推計されている。
これらの推計結果における特徴としては、第一に、ISEW と GPI は、余暇の価値を
考慮に入れていないため、全般的に MEW や SMEW に比べ低い水準に留まっている。
第二に、1970 年代半ばから 1980 年代を起点として、多くの国や地域で、GPI の増加
率が GDP から乖離し始め、
減少に転ずる傾向が観察されている（松野, 2008, Afsa et al.,
2008）。Max-Neef (1999)は、この現象から、GDP は一定のレベルまでしか国民の福祉
に貢献せず、そこを越えると、GDP と福祉は反対の方向に向かうとの“閾値仮説
（threshold hypothesis）
”を提示した。
ⅳ）eaNDP（environmentally-adjusted Net Domestic Product）
（グリーン GDP、環境・経済統合勘定 1993 年版（SEEA93）
）
eaNDP（environmentally-adjusted Net Domestic Product）も、NDP をベースと
して、帰属環境費用や自然資本減耗の貨幣評価分を控除して算出したものである。1980
年代からいわゆるグリーン GDP として議論され、1993 年に公表された環境・経済統
合勘定（以下、SEEA93 という。
）においても、中心的な勘定として提示された。SEEA93
は、1992 年に開催された地球サミット（正式名称：環境と開発に関する国連会議）で
採択されたアジェンダ２１において、「意思決定における環境と開発の統合された環
境・経済勘定体系の確立」などが盛り込まれたことを受け、1993 年の SNA の改訂時
にサテライト勘定として公表されたものである。
eaNDPは、概ね以下のように表される 15。

eaNDP = NDP − ED − DEP = C + (I − δK) − Vn + (In − δN)
ここで、 ED は自然資本サービスの減少などの環境負荷の帰属価値を表した帰属環境
15

松野 (2008)の整理を参考に作成。
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費用（ Vn ）、 DEP は自然資本ストックの純減耗（ In − δN ）である。
ⅴ）ジェニュイン・セイビング（Genuine Savings）など
国の富の変化から持続可能性を評価する試みとして、ジェニュイン・セイビング
（Genuine Savings）などの一連の取り組みが挙げられる。ジェニュイン・セイビング
は、人的資本への投資や自然資源の収奪、公害による損害などを考慮に入れた経済の貯
蓄率によって、国の富の変化を表す。もし貯蓄率が負であれば、現在の消費水準は持続
不可能な経路にあるというシグナルを発することができる。Pearce and Atkinson
(1993)は、この考え方を用いて 18 カ国を対象に持続可能性の推計を行った。さらに、
これを継承する形で、Hamilton and Clements (1999)がジェニュイン・セイビングと
して定式化、以降、世界銀行による推計が公表されている。
世界銀行のジェニュイン・セイビングは、以下のように定義される 16。

GS =

GNS − Dh + CSE − ∑ Rn,i − CD
GNI

ここで、GS はジェニュイン・セイビング、GNS は国民総貯蓄、Dh は人工資本減耗、

CSE は教育支出（固定資本分除く）、 Rn,i は自然資本 i の減耗からのレント、 CD は二酸
化炭素排出による被害、 GNI は市場価格で評価した国民総所得である。ただし、実際
の計算では、自然資本減耗としては、エネルギー資源減耗、鉱物資源減耗、森林純減耗
が計上されている。
ジ ェ ニ ュ イ ン ・ セ イ ビ ン グ は 、 ジ ェ ニ ュ イ ン ・ イ ン ベ ス ト メ ン ト （ Genuine
Investment）
、Comprehensive Investment（Dasgupta (2009)）などの類似した一連
の取り組みの一つの例であるが、これについては、特にジェニュイン・インベストメン
トを例にとって次章で詳説する。

16

Bolt et al. (2002)
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（４）エコロジカル・フットプリント

エコロジカル・フットプリントとは、経済システムに流入し出ていくエネルギーと物
質のフローを、それを維持するために必要な土地及び水域の合計で表すことで、経済シ
ステムが地球に与える負荷を可視化する指標である。言い換えれば、ある集団のエコロ
ジカル・フットプリントは、その集団が国内外から収奪してきた環境収容力の総計を表
す。ブリティッシュ・コロンビア大学のウィリアム・リース教授が基礎となる概念を考
案し、その教え子であるマティース・ワケナゲル（グローバル・フットプリント・ネッ
トワーク代表理事）らが深化・改良させた 17。
通常、資源経済学では、特定の環境下で維持できる生物の最大個体数を“環境収容力
（carrying capacity）”と呼ぶ。これを人間に適用し、特定の環境下で扶養可能な個体
数（人口）を考えようとすると、ⅰ）人間集団が環境に課す負荷の総量は、所得水準、
技術水準、文化的・社会的背景などによって大きく異なる、ⅱ）グローバル経済におい
ては、世界中の資源にアクセス可能、ⅲ）人間の環境への負荷は、生物学的物質代謝の
みならず、工業的物質代謝（industrial metabolism）による負荷が加算される、など
の問題が生じる。そこで、エコロジカル・フットプリントでは、環境収容力を逆数で捉
えることによって、伝統的な環境収容力概念の課題を克服した。すなわち、環境収容力
を、最大個体数ではなく、人間が生態圏に持続的に課すことができる安全な“負荷”の
最大値と定義し、これを、消費されるエネルギーと物質の供給及び吸収に必要な生態学
的生産力のある面積で表した。
エコロジカル・フットプリントの算出方法は、要約すれば以下のようになる。まず、
ある国の純消費量を、その国の生産量に輸入量を加え、輸出量を引くことで求める。い
ま、この消費が n 種類の消費財によって構成されるとして、消費財 i の生産のために必
要となる一人あたり土地面積（ aai ）を、以下のように求める。

aai = c i / pi
ただし、c i は当該消費財の一人あたり平均年間消費量、 pi：当該財の平均年間土地生産
性である。この時、一人あたりエコロジカル・フットプリント（ EF ）は、以下のよう
に求めることができる。

EF = ∑ aai
n

i=1

17

ここでの説明は、Wackernagel and Rees (1996)を参考としている。
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（５）幸福度指標の一部としての持続可能性指標

次節で取り上げる幸福度指標の先行事例のいくつかは、環境面の状況が現在世代の幸
福感にもたらす影響とは別途、狭義の持続可能性、特に世代間衡平性についても考え方
を提示している場合がある。
ⅰ）経済開発協力機構（OECD）：Better Life Initiative
OECDは、2007 年から開始した「社会進歩計測に関するグローバルプロジェクト」
の一環として、国連等とともに幸福度指標の検討を進めてきたが、2011 年５月のOECD
創設 50 周年に合わせ、Better Life Initiativeを立ち上げ、幸福度指標の概要となる報
告書「How’s Life? :Measuring Well-Being」を公表した 18。
報告書では、Stiglitz et al. (2009)における検討も踏まえ、その時々の個人の幸福を
ダッシュボード式で指標化するとともに、これらの幸福感を通時的に実現する基盤とし
て、持続可能性の要件についても触れている（図１）。
まず、個人の幸福は、所得や雇用、住居などの「物質的生活条件」（material living
conditions）と、健康やワーク・ライフ・バランス、教育・スキルなどの「生活の質」
（quality of life）の２つの領域によって規定されている。次節で述べるように、大気
汚染などの環境面の状況が現在世代に及ぼす影響については、後者の領域の一部として
指標化されている。一方、こうした個人の幸福を将来世代に継承していくためには、そ
の基盤として、自然資本、経済資本、人的資本、社会関係資本などの各種の資本の維持
が必要であるとして、これらを「幸福の通時的な持続可能性」の領域で論じている。た
だし、当該領域の具体的な指標化作業については、今後の改訂に委ねられている。

18

OECD (2011c)
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図１

OECD：Better Life Initiative 報告書の枠組み

（出典）OECD (2011c)

ⅱ）内閣府：幸福度指標試案
内閣府の「幸福度に関する研究会」が 2011 年 12 月に公表した幸福度指標試案にお
いては、「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 19、
「経済社会状態」
「心身
の健康」
「関係性」とは別途、
「持続可能性」の柱を立てている。具体的には、持続可能
性にかかる指標群として、第三次環境基本計画で提案された指標の中から、以下が提示
されている。

表４

内閣府：幸福度指標試案における持続可能性にかかる指標群

地球温暖化

・ 温室効果ガスの年間総排出量

物質循環

・ 資源生産性
・ 循環利用率

19

幸福度に関する研究会 (2011), p.8
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・ 廃棄物の排出量と最終処分量
大気環境

・ 大気汚染に係る環境基準達成率
・ 都市域における年間 30℃超高温時間数・熱帯夜日数

水循環

・ 公共用水域の環境基準達成率
・ 地下水の環境基準達成率
・ バーチャル・ウォーター総輸入量

化学物質

・ PRTR 対象物質のうち環境基準・指針値が設定されている物質等の環境
への排出量

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
絶滅のおそれがある種数の割合
・ 生物多様性指数

環境容量の占有率

・エコロジカル・フットプリント

消費者行動

・環境配慮型住宅戸数
・フェアトレード商品購入

企業などの情報開示

・CSR 報告書を作成している企業数

（出典）幸福度に関する研究会 (2011)
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第２節

幸福度指標の先行事例

持続可能性指標と幸福度指標の関係性を考える上で必要となるもう一つの視点が、環
境面の状況が現在世代の人々の幸福感どのような影響を与えるのか、という点である。
前節で述べたように、公害などが人々の福祉に与える影響については、1970 年代から
指標の検討の中でも議論がなされてきたが、特に近年では、個人の主観的な幸福感に焦
点を当て、環境がそれにどのような影響をもたらすかを評価する試みが行われている。
本節では、各種の幸福度指標の先行事例を取り上げ、これらの指標が、環境面の状況
をどのように指標の中に組み入れているのか（いないのか）という視点から整理を行う。

ⅰ）経済パフォーマンス及び社会進歩の計測に関する委員会（スティグリッツ委員会）
スティグリッツ委員会報告書では、生活の質の一側面としての環境面の状況について、
「人々の健康に与える影響」
、
「環境サービスへのアクセス」
、
「環境によるアメニティと
ディスアメニティ」
、
「気候変動と自然災害」の４つの側面から論じている 20。
「人々の健康に与える影響」については、大気汚染や水質汚濁、有害物質、騒音など
の公害の影響に加え、気候変動や生態系の破壊が引き起こす洪水や旱魃などの影響を提
示している。世界保健機関（WHO）の統計によると、2008 年における環境に起因する
疾病負荷は全体の 24％にのぼる。また、先天性欠陥やガン、呼吸器系疾患など、環境
による慢性的な影響も増えている。
「環境サービスへのアクセス」については、清潔な水や衛生施設に対する適切な価格
でのアクセスが挙げられている。世界ではおよそ 10 億人の人々が清潔な水へのアクセ
スを、25 億人が衛生サービスへのアクセスを欠いており、ウィルスや細菌、寄生虫に
よる疾病が蔓延する原因となっている。報告書は、さらに、自然や野外のレクリエーシ
ョンの場へのアクセスや、環境に関する情報へのアクセスについても論じている。
「環境によるアメニティとディスアメニティ」については、騒音が身体的・精神的健
康に与える影響（ストレスや不眠、知覚、難聴、心臓血管疾病など）や、飛行場や化学
工場の近隣の住民などが感じる安心・安全への懸念について論じている。特に後者では、
多くの場合、実際のリスクと住民の認識の間にはギャップがあるが、その両方が生活の
質に影響を与えることを指摘している。また、環境によるアメニティやディスアメニテ
ィが幸福感に与える影響の経路として、人々の健康に影響を及ぼす場合と、土地や住宅
価格の変化を通じて金銭的な影響を及ぼす場合とがあることを論じている。

20

Stiglitz et al. (2009)
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「気候変動と自然災害」については、気候変動が自然災害による被害を助長している
ことが指摘されている。特に、洪水による生命や財産への被害や経済的な損失、旱魃に
よる農業経営への打撃、山火事が近隣住民に及ぼす影響、海面上昇による島嶼国や沿岸
地域への被害などについて論じている。
ⅱ）経済開発協力機構（OECD）：Better Life Initiathive
前節で触れた報告書「How’s Life? :Measuring Well-Being」では、環境面の質にか
かる指標として、
「大気の質」
、
「疾病における環境負荷」、
「地元の環境に関する満足感」、
「緑の空間へのアクセス」の各分野について、それぞれ、PM10 21の含有率、1,000 人
あたりのDILYs（障害調整生命年: Disability-Adjusted Life Years） 22、空気の質及び
水の質についての満足感、緑の空間へのアクセスといった統計を提示している。このう
ち、空気の質及び水の質についての満足感、緑の空間へのアクセスは、環境についての
人々の主観的認識についても計測を行った。
また、これらの指標は OECD の加盟国である先進国を主な対象としたものであるこ
とから、欄外ではあるが、
「基本的な環境サービスへのアクセス」の分野として、途上
国にとって深刻な課題である、安全な飲み水、充実した衛生施設、廃水処理へのアクセ
スについて世界各国の比較を行った。

ⅲ）内閣府：幸福度指標試案
内閣府の幸福度指標試案では、関係性に関する指標群のなかに「自然とのつながり」
という項目を設け、具体的な指標として、自然への畏敬、地元の自然・文化への理解度、
地域の伝承の認知、環境問題への理解度、災害時避難率を提示している。報告書に「何
らかの大きな力によって自分の運命が動かされていると感じることや、何らかの大きな
力に見守られている感覚を持つこと、自然などの人間を超えた力に感謝の気持ちを持つ
ことなどは、古来から日本人の自然観として捉えられてきた」としているように 23、こ
れらの指標は、日本人の自然観に根ざした特有の考え方であると思われる。

大気中に浮遊している粒子状物質のうち、粒径が 10μm(0.01mm)以下のもの。
死が早まることで失われた生命年数と健康でない状態で生活することにより失われている生
命年数を合わせた時間換算の指標。
23 幸福度に関する研究会 (2011), p.37
21
22

24

ⅳ）日本の地方自治体の取り組み
近年、我が国の都道府県や市区町村のレベルでも、幸福度について独自の指標を設け、
住民とのコミュニケーションや行政運営に活用する例が増えている。都道府県レベルで
は、先述のように兵庫県などいくつかの都道府県で GPI の推計が行われているほか、
熊本県では「県民総幸福量」
（AKH: Aggregate Kumamoto Happiness）と「“笑いの数”
による幸福度指標」
（SI: Smile Index）
、福井県では「地域の幸福度」
（QOC: Quality of
Community）
、新潟市では「市民の幸福度」
（NPH: Net Personal Happiness）、荒川区
では「荒川区民総幸福度」
（GAH: Gross Arakawa Happiness）の開発・公表が進んで
いる。
これらの事例は、首長のリーダーシップ、地域の経済的・社会的な状況、風土、自然
環境などの地域特性を活かした、独自色豊かな取り組みであり、共通する傾向を挙げる
ことは難しい。また、事例数も多くないことから、自治体レベルで一般化して考えるこ
ともできない。ここでは、特に環境面での影響に絞って、現時点で特筆すべきことをい
くつか記述するにとどめる。
本研究では、これらの事例のいくつかについて、各機関の担当者へのヒアリング調査
を行った 24。ヒアリング対象のうち、ヒアリング時点で既に指標の開発がある程度進ん
でいる自治体で、環境面での記述を明示的に行っているのは、GPIを推計している兵庫
「夢
県などを除けば、熊本県のAKHのみであった 25。熊本県は、AKHの構築にあたり、
を持っている（夢、希望）
」
「誇りがある（自然、文化、生きがい）」
「経済的な安定（稼
げる、所得）
」
「将来に不安がない（健康、安全、安心）」の４つの大きな分類を設け、
特にこのうち「誇りがある」に属する項目として、自然資源を挙げている（図２）。
一方、新潟市では、５つの評価軸と 30 の指標からNPHを構成しているが、直接環境
面の状況に関係する指標はない（図３）
。福井県のQOCでも、
「移」
「医」
「食」
「楽」
「住」
で分類される調査項目の中に、直接環境面の状況に関係する指標はない。実際、新潟市
では、指標選定の検討過程で、環境面の状況を盛り込むことについての議論は大いにな
された

26。しかし、
「たとえば、豊かな自然環境に恵まれて生活できることや、芸術・

文化の存在とそれへの容易なアクセスといったことも、ハピネスの条件の一つかもしれ
ない」ものの、この指標が測る状態は、「あくまで人が幸福であるための必要条件であ

24

詳細は巻末の「ヒアリング調査を行った先行事例の概要」を参照。
荒川区の GAH も、最終的には、
「荒川区基本構想」において示された 6 つの都市像の一つで
ある「環境先進都市」の実現に向けた指標を組み入れる予定だが、ヒアリング時点では未だ検
討中であったため、ここでは触れていない。
26 新潟市都市政策研究所からのヒアリング調査より。
25

25

り、十分条件ではない」 27ことから、最終的には指標化を見送っている。
自治体が作成する指標の利点は、国際機関や国の政府が作成するそれと異なり、より
住民目線で、地域の特性や住民の生活実感に根ざした指標を開発できる点である。実際、
こうした地域特性や生活実感は、各指標における項目の選択にも明確に表れる。こうし
た中で環境を項目として挙げている例が少ないのは、先の幸福度に関する研究会
(2011)の指摘にもあるように、環境面での状況が現在世代の幸福感に及ぼす影響が明確
でなく、住民の生活実感の上位に上がりにくいためと思われる。実際、我が国では、一
部の地域を除けば、大気汚染や水質汚濁などの公害の状況は大幅に改善されており、健
康や子育て、職業、住居といった日常の関心事と比べると、環境に対する関心は相対的
に低いものと予想される。
一方、公害などのネガティブな要素ではなく、地域の自然環境についてのポジティブ
な要素については、その限りではない。実際、阿蘇山や天草諸島など数多くの景勝地を
抱え、中心市の生活用水を大部分地下水で賄っている熊本県では、「誇り」に属する項
目として、自然資源を挙げている。

図２

熊本県「県民総幸福量」
（AKH: Aggregate Kumamoto Happiness）の構成

（出典）くまもと幸福量研究会 (2011)

27

千田・玉村 (2011), p.124

26

図３

新潟市「市民の幸福度」
（NPH: Net Personal Happiness）の構成

（出典）千田・玉村 (2011)
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第３章

持続可能性指標と幸福度指標の関係性につ
いて

本章では、前章における整理を踏まえ、両指標の関係性及び今後の検討の方向性につ
いて論ずる。最初に第１節では、本研究において検討の対象とする、両者の関係性のパ
ターンについて全体像を俯瞰する。

第１節

全体像

両指標の関係性の検討にあたっては、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、いくつかの次元に分けて考える必要がある。すなわち、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。
こうした場合分けの下で、本報告書の趣旨に沿って分析の視点を整理すると、理論上
の可能性としては、以下の３つが考えられる。
i.

広義の持続可能性の立場に立って、幸福度指標に、環境面の状況が個人の幸福
感に与える影響を組み入れる場合 28。

ii.

狭義の持続可能性の立場に立って、幸福度指標に、世代内衡平性や世代間衡平
性を確保する視点を組み入れる場合。

iii. 狭義の持続可能性概念に基づく持続可能性指標に、幸福度指標が提起する幸福
（happiness）や福祉（well-being）についての視点を組み入れる場合。
ただし、後二者については、指標の使用目的に応じてどちらに重点を置くかの違いは
あるにせよ、究極的には同じ論点に突き当たることや、両指標の統合につながる視点を
得ることができることから、同列に論じることが適切と考えられる。
以上を踏まえ、本章では、以下の２つの場合について検討を行うこととする。

28

広義の持続可能性が扱う課題には、環境面の状況以外にも様々なものがあるが、本研究の趣
旨に鑑み、ここでは扱わない。

28

第２節

幸福度指標に環境面の状況を組み入れる場合
幸福度指標に、環境面の状況が個人の幸福感に与える影響を組み入れる場合

の論点について検討する。
第 3 節 持続可能性指標と幸福度指標を統合する場合
幸福度指標に、世代内衡平性や世代間衡平性を確保する視点を組み入れる場
合や、持続可能性指標に、幸福度指標が提起する幸福や福祉についての視点を
組み入れる場合の論点について検討する。

29

第２節

幸福度指標に環境面の状況を組み入れる場合

前章で見たように、環境面の状況を幸福度指標に組み入れる試みは既に様々な形で行
われている。本節では、まず、個人の幸福感に影響を与える環境面の状況を、前章の先
行事例を踏まえていくつかの分類に分ける。次に、こうした類型を前提としながら、環
境面の状況を幸福度指標に組み入れるにあたって留意すべき点について論じる。

（１）分類
分類にあたっては、Stiglitz et al. (2009)や OECD(2011c)、幸福度に関する研究会
(2011)などを参考にしつつ、加えて、昨今の生態系サービスについての議論の進展や、
国内外で関心が高まる災害リスクなどの観点を踏まえ、独自の検討を行った。

１）環境問題が健康状態や財産に与える影響
人間の活動に伴う環境問題が、人々の身体的・精神的健康に与える影響は、大きく分
けて、加害・被害の関係性が局地的に限られている公害型の環境問題と、加害・被害の
関係性が国境を越えて広がる地球環境問題とに分けて考えることができる。前者の例と
しては、自動車の排気ガスや工場排煙などによる呼吸器障害、生活廃水や工場排水によ
る河川や湖沼の水質汚濁、自動車や航空機の騒音によるストレス、廃棄物や農薬に含ま
れる有毒物質による健康被害、都市部のヒートアイランド現象による熱射病などが挙げ
られる。後者の例としては、オゾン層の破壊による発癌リスクの増大、気候変動による
旱魃や飢餓、熱射病、感染症の蔓延などが挙げられる。ただし、黄砂や酸性雨などは両
方の属性を持つ環境問題と考えられるほか、気候変動に起因する被害の多くは、局所的
な環境問題とも密接に絡み合って生じている。
また、これらの身体的・精神的健康への影響を回避するために、人々は、浄水器やミ
ネラルウォーターの購入、防音設備や空調設備の設置など、様々な回避行動をとってい
る。こうした回避行動による経済的な負担も、環境問題が個人の幸福感に与える影響の
一因と考えることもできる。

２）資源の供給
自然は人間の生命や経済活動に不可欠な様々な物質やエネルギーを社会に提供して
いる。この中には、鉱物資源や化石燃料のような非生物資源もあれば、木材、繊維、農
作物、牧草、魚介類などの生物資源もある。これらの資源のうち多くは市場で取引され
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ているため、既に国民勘定にもその価値が反映されている。ただし、資源供給の基盤と
なる、栄養や水の循環、洪水や土壌浸食の防止などの生態系サービスの多くは市場で取
引されておらず、その価値が資源価格に正当に反映されているとは限らない。しかし、
後述するように、ひとたび生態系の劣化が深刻化すると、こうした価値は失われ、直接
的に個人の幸福感を大きく低下させる要因となる可能性がある。
また、農村部を中心に、地域によっては、市場を通さず直接周囲の自然から資源を採
取している場合もある。これらの中には、自給農業として帰属価値が国民勘定に反映さ
れ得るものもあれば、そうでないものもある。このように、自然からの資源供給のうち、
国民勘定に反映されない部分についても、個人の幸福感に与える要素として検討してい
くことが適切な場合もある。

３）基本的な環境サービスへのアクセス
安全な飲み水など、人間としての生活を送る上で最低限の環境サービスへのアクセス
を得ているかどうかが問題となる。既に多くの先進国では、上下水道の整備などの結果、
人口の大半がこれらのサービスを享受しているが、途上国の貧困層の多くは未だサービ
スを得ることができずにいる。
これらのサービスへのアクセスが欠如した場合、寄生虫や伝染病の蔓延、有毒物質に
よる疾病などの形で、１）で述べた健康への影響として被害が顕在化する。また、貧困
地域の女性は、飲み水を確保するため、一日に何時間もかけて遠くの井戸や貯水池から
水を運ぶことを強いられることがあるが、こうした状況は、農作業や育児に従事する時
間だけでなく、教育を受ける機会やコミュニティの活動の機会を奪うことで、女性自身
の自立や地域の発展を大きく阻害し、貧困からの脱却を困難にしている。

４）自然からの充足感、自然とのつながり
自然環境は、きれいな空気や美味しい水、緑の景観や周辺の自然へのアクセスなどの
形で、人々の生活に彩りを与え、精神的な充足感を与えている。この中には、近隣の公
園や水辺など住環境の一部としての自然から得る充足感だけでなく、登山やハイキング、
キャンプ、釣りや狩猟などの様々な野外活動から得る充足感も含まれる。また、こうし
た充足感は、景観が優れた地域や野外活動へのアクセスがしやすい地域における不動産
価格への上乗せなどの形で、人々の財産にも影響する。
また、自然との調和を重んずる伝統や文化を享受し、人間を超えた自然の力を感じる
ことによる心の安らぎや学びなども重要である。
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５）自然災害リスクによる影響
人々は、地震、津波、台風やハリケーン、竜巻、高波や洪水、旱魃、山火事などの自
然災害に遭遇するか、その発生リスクに曝されることで、身体や精神面で甚大な影響を
被る。特に近年では、１）にも分類されるような、気候変動に起因する災害の発生頻度
が高まっており、人々に大きなストレスを与えるとともに、実際に被害としても顕在化
している。
また、１）と同様、人々は、こうしたリスクを回避するために、防風雨への備えや、
床下・床上浸水への対処、耐震・免震のための設備の導入、安全な地域への転居や移住
など、様々な対応を求められる。こうした回避行動が人々の精神状態や財産に与える影
響も、個人の幸福感を大きく左右する。

なお、これらの分類は相互に排他的ではなく、現実の多くの事象は複数の分類にまた
がっている。また、同じ事象でも国や地域によっても捉え方が異なる。たとえば、旱魃
や洪水など気候変動による自然災害は、人為に起因するという意味では１）にも分類さ
れる。また、河川による良質な水の供給は、世界の多くの貧困層にとっては基本的な環
境サービスへのアクセスの問題だが、既に上下水道が整備されている先進国の人々にと
っては、地域の自然環境からの充足感の問題と捉えられることもある。さらに、それぞ
れの分類に属する事象が人々の幸福感に与える影響については、科学的な検証が十分に
なされているものもあれば、未だ影響の経路や規模が解明されていないものも多い。
以下では、こうした事象の影響一つひとつについて検討することはしないが、特に幸
福度指標との関係を考える上で有用な論点について、焦点を絞って論じる。

（２）生態系サービスについての考え方
私たちの暮らしは、生態系によってもたらされる多種多様な恵みの上に成り立ってい
る。生態系は、食料や原料や燃料など人間の生命維持や経済活動に不可欠な資源を直接
提供するとともに、栄養塩の循環や水質の浄化、大気の化学構成の調節、洪水や土壌浸
食の防止、さらには精神的な充足感や教育の機会の提供など、様々なサービスを提供し
ている。これらを総称して“生態系サービス（ecosystem services）
”と呼ぶ。
生態系サービスの多くは、人間の経済活動や社会活動と深く結びついているにもかか
わらず、その関係性は不明な部分が多く、社会的にも十分な認識を得ていない。それど
ころか、生態系に特有の公共財的な性質や共有財的な性質により、経済活動の中で正当
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な評価をされないか、そもそも市場が成立せず、市場の失敗による劣化や崩壊の危機に
瀕している。幸福度指標や持続可能性指標を含め、GDP に代わる社会発展の尺度の検
討にあたっては、生態系サービスがもたらす価値を正当に評価することが極めて重要な
論点であり、国際機関や各国政府、学会でも様々な検討がなされている。たとえば、2010
年に名古屋で開催された第 10 回生物多様性条約締約国会議（COP10）の際には、国連
環境計画（UNEP）を中心に、生態系サービスの経済評価を主題とした生態系と生物多
様性の経済学（TEEB: The Economics of Ecosystem and Biodiversity）が大きく議論
された。さらに、SEEA においても、2012 年２月に国際基準として採択された中核枠
組みを補完するものとして、現在、実験的生態系勘定が議論されている。
また、生態系サービスは、個人の幸福感にも様々な形で影響を与えている。2005 年
に公表された国連のミレニアム生態系評価（MA(2005)）では、生態系サービスを、
「供
給サービス」、「調節サービス」、
「文化的サービス」
、
「基盤サービス」の４つに区分し、
それぞれ人間の福祉を構成する５つの要素、すなわち、安全、豊かな生活の基本資材、
健康、良好な社会的絆、選択と行動の自由との関係性について論じている（表５、図４）。
今後、MA(2005)のこうした分析をもとに、生態系サービスと個人の幸福感の関係につ
いて、さらなる検討が進展することが期待される。本報告書では、これらの論点につい
て包括的な検討を加えることはせず、（１）で行った分類との関係性で若干の留意点に
触れるにとどめる。

表５

生態系サービスの分類

供給サービス

調節サービス

文化的サービス

基盤サービス

１．食料
２．繊維
３．燃料
４．遺伝子資源
５．生化学物質、自然薬品
６．装飾品の素材
７．淡水
８．大気質の調節
９．気候の調節
10．水の調節
11．土壌浸食の制御
12．水の浄化と廃棄物の処理 13．疾病の予防
14．病害虫の制御
15．花粉媒介
16．自然災害の防護
17．文化的多様性
18．精神的・宗教的価値
19．知識体系（伝統的・慣習的）
20．教育的価値
21．インスピレーション
22．審美的価値
23．社会的関係
24．場所の感覚
25．文化的遺産価値
26．娯楽とエコツーリズム
27．土壌形成
28．光合成
29．一次生産
30．栄養塩循環
31．水循環

（出典）MA(2005)及び馬奈木他(2011)より作成
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図４ 生態系サービスと人々の福利の関係

（出典）平成 22 年度環境白書（原典は MA(2005)）

ⅰ）市場を介した影響
日本を含む高度に産業化された国々に住む人々が、こうした生態系サービスの役割に
ついて生活実感を持つことは難しい。特に、都市に暮らす人々にとっては、生活の中で
生態系の働きに直接に触れる機会は極めて稀であり、幸福感にも何ら影響を与えていな
いかのように見える。実際、途上国の農村部に住む人々の多くが、食料や燃料の供給を
直接生態系に依存する暮らしを送っているのに対し、先進国の都市生活では、これらの
ほとんどが市場を介して提供される。
しかし、当然のことながら、市場を介して提供される食料・原料・燃料の生産は、実
際には、生産地域や地球規模で様々な生態系の恩恵を受けて行われている。洪水や土壌
浸食の防止、水の浄化と廃棄物の処理、病害虫の制御、花粉媒介など多くの調節サービ
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ス、そして全ての基盤サービスが、私たちの身のまわりの食料品や原材料の供給に大き
く貢献している。しかし、これらのサービスのほとんどは、市場価格に反映されること
がないため、よくも悪くも幸福感には影響を与えにくい。
しかし、ひとたび生態系の劣化が深刻化すると、これらは直ちに食料や原料の生産過
程に波及し、市場からの供給量や価格を通して私たちの生活にも深刻な影響を及ぼすこ
とが考えられる。特に今後は、世界人口の増加と消費の拡大が食料や水、燃料や原料に
対する需給を逼迫させ、生態系への負荷を高めることが予想される。これに気候変動に
起因する旱魃や洪水などの異常気象や自然災害が重なった場合、私たちの生活への波及
は甚大となる恐れがある。
このように、暮らしの中で直接実感される影響はなく、普段は市場価格にも反映され
ていないが、何らかの原因で市場を介して影響を受けるような生態系サービスについて
は、今回の分類には明示的には含めていない。こうした生態系サービスの機能を、幸福
度指標の中にどのような形で組み入れるかについては、今後更なる検討が必要である。

ⅱ）直接の影響
一方、地域によっては、生態系サービスは、市場を介することなく、人々の暮らしや
健康に直接影響を及ぼすことがある。既に述べたように、日々の食料や燃料の供給を直
接生態系に依存している農村部の住民にとって、生態系の劣化は健康状態に直結する深
刻な問題である。また、生態系サービスは、基本的な環境サービスへのアクセスの確保
について、極めて大きな役割を果たしている。たとえば、安全な飲み水の供給は、上流
域の森林や湿地帯による涵養作用や浄化作用によって支えられているし、汚物や廃水の
処理を河川や海洋生態系による浄化作用に依存している地域も多い。こうした状況は、
先進国の都市生活者であっても、多かれ少なかれ当てはまる。
さらに、生態系サービスは、森林による二酸化炭素の吸収などを通じて、気候変動に
よる洪水や旱魃などの自然災害リスクの減少に大きく貢献するとともに、ひとたびリス
クが顕在化した際のレジリアンスを高めることにも役立つ。たとえば、河川流域におけ
る森林の存在は、保水や涵養の機能を通じて洪水の防止に極めて大きな役割を果たすほ
か、マングローブや珊瑚礁などの沿岸部の生態系は、台風や高波の被害の防止にも役立
つ。また、森林や土壌を通じて蓄えられた地下水は、旱魃に対する適応力を高める。
このような直接の影響についても、国際的な政策議論や研究の動向を注視しながら、
今後、幸福度指標における扱いについて更なる検討を進めていく必要がある。
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（３）主観指標と客観指標
個人の幸福感については、主観指標によって把握を行う方法と、客観指標によって把
握を行う方法が考えられる。一般に、主観指標は、多面的な現象が一つの指標に要約さ
れることや、個々人が経験する個別の状況についての情報を提供し得ることなどの利点
がある一方で、個人間の比較が困難なことや、個人を取り巻く他の攪乱要因に左右され
やすいなどの欠点もある。幸福度指標における他の分野と同じく、環境面の状況が個人
の幸福感に与える影響についても、主観指標、客観指標それぞれの長所短所に応じて、
様々なアプローチがあり得る。
環境が人々の主観的幸福に与える影響については、特に最近になって、様々な分析が
なされている。たとえば、Ferrer-i-Carbonell and Gowdy (2007)は、オゾン層の破壊と
生物多様性の破壊についての懸念が人々の主観的幸福に与える影響について分析を行
った。その結果、オゾン層の破壊についての認識が主観的幸福感に大きく影響している
ことや、人々が他の種への配慮からポジティブな心理的便益を得ていることを実証した。
大気汚染についても研究が増えている。たとえば、Welsch (2002)や Welsch (2006)
は、ヨーロッパ 10 カ国のパネルデータを用いて、NO2 が人々の主観的幸福に負の影響
を与えていることを検証し、汚染除去についての貨幣評価を行った。最近の研究では、
Luechinger (2010)が、
ヨーロッパ 13 カ国の 1979 年から 1994 年までのデータを用い、
SO2 による国境を越えた大気汚染が人々の生活満足感に負の影響を与えていることを
検証した。
これらの研究成果を踏まえて留意すべき重要な点は、実際の環境汚染の状態と、それ
についての人々の認識とが、人々の主観的幸福に別々の影響を与える可能性があるとい
うことである。たとえば、Ferrer-i-Carbonell and Gowdy (2007)は、公害そのもの以上
に、それについての人々の認識が主観的幸福感により大きな影響を与えていることを示
した。また、Van Praag and Baarsma (2005)は、アムステルダム空港の騒音が近隣住
民の主観的幸福に与える影響について調査を行い、騒音の客観的な大きさではなく、そ
れについての人々の認識が生活満足度に負の影響をもたらしていることを示した。さら
に、Rotko et al. (2002)では、ヨーロッパ６都市における PM2.5 と NO2 について、職
場、家庭、交通などの生活空間における人々の被害認識について分析を行い、生物学的
な影響以上に、こうした被害認識による精神的な影響が幸福感にもたらす影響が大きい
ことを示した。
また、こうした精神的影響の度合いは、職業、年齢、性別、家族構成や育児の有無、
持病、喫煙、健康習慣、体重、教育水準、所得水準、雇用状況、居住地域、環境情報へ
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のアクセスなどによって異なる。先の Rotko et al. (2002)では、女性、呼吸器症状を抱
える人、都市中心部の居住者に対する影響が特に大きく観測された。この他にも、住居
の場所、病歴、喫煙歴などによる影響の違いについての研究がなされている。
以上のような研究成果を踏まえ、環境面の状況の指標化にあたっては、主観指標と客
観指標の両面からの把握を検討することが適切であると思われる。特に、公害による被
害などについては、職業や性別、教育水準、所得水準、環境情報へのアクセスの違いな
どによって予想される社会集団毎の影響の違いに着目する必要がある。このような環境
面をめぐる不平等を早期に発見し、政策的に対処するためには、主観指標と客観指標の
組み合わせを通じ、多面的に分析を進めることが適切である。

（４）自然災害リスクによる影響
環境面の状況が人々の暮らしや健康に与える影響を考える際、地震、津波、台風、竜
巻、洪水、旱魃などの自然災害を抜きに考えることはできない。特に今後は、気候変動
に起因する大規模な旱魃や山火事、大型の台風、洪水や海面上昇などが、多くの国々で
深刻な被害をもたらすことが考えられる。
こうした自然災害の影響を考える際には、災害が実際に起こった場合における被害は
もちろん、発生リスクの増大が人々の生活や精神状況にもたらす様々な影響についても
考慮に入れる必要がある。
ここでは、自然災害リスクの影響を指標化する際に留意すべきいくつかの点について、
試論的に整理を行う。
第一に、発生確率と主観的評価についてである。実際の自然災害の発生確率とリスク
についての主観的評価は、相互に関係しつつも、多くの場合非常に大きな隔たりがある。
日本においても、東海地震の発生確率の高さは従前から指摘されてきたが、特に東日本
大震災以降の発生以降は、リスクに対する主観的評価は大幅に高まったと予想される。
したがって、自然災害リスクの影響を指標化する際には、その地域における各種の災害
の発生確率だけでなく、それについての人々の主観的評価も併せて検討する必要がある。
第二に、リスクが顕在化した際への備えについてである。多くの場合、自然災害は、
それに対する社会の備えの有無で被害の規模が大きく左右される。こうした備えには、
堤防や耐震設備などのインフラストラクチャーの構築はもちろん、非常時における通信
手段やネットワーク、政府や企業の危機管理能力、地域コミュニティの支え合いなど、
ソフトからハードまであらゆる側面が想定される。こうした備えの総体として、災害リ
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スクに対する社会のレジリアンスを高めることができる。自然災害リスクが人々の幸福
感に与える影響も、社会にこうしたレジリアンスがどの程度あるかによって大きく左右
されるものと考えられる。したがって、今後は、自然災害リスクへのレジリアンスを評
価する指標の開発も期待される。
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第３節

持続可能性指標と幸福度指標を統合する場合

本節では、狭義の持続可能性概念が内包する世代間衡平性や世代内衡平性などの課題
に着目しながら、持続可能性指標と幸福度指標を統合するにあたっての課題や可能性に
ついて検討する。まず、こうした検討の前提として、持続可能性指標の検討に幸福や福
祉についての視点を持ち込むことの意義や、幸福度指標に持続可能性の視点を持ち込む
ことの意義について確認する。

（１）意義
①持続可能性指標の検討に幸福や福祉についての視点を持ち込むことの意義

持続可能性指標の検討に、幸福度指標が提起する幸福や福祉についての視点を持ち込
むことの意義は何であろうか。
ブルントラント委員会報告書の持続可能な発展の定義においては、現在世代や将来世
代のニーズやそれを充足する能力とは何なのか、そしてその能力を損なうことなく現在
世代のニーズを満たすとはどのような状態を指すのか、などの点は必ずしも自明ではな
い。しかし、後に述べるように、指標化の前提として展開された持続可能性の理論は、
多くの場合、物質的な消費水準の衡平性を巡って議論されてきた。
このように衡平性の対象を物質的な側面に限定する傾向は、持続可能性の定式化につ
いての理論的な考察だけに限られるものではなく、持続可能性に関連した政策議論の多
くは、これまで主に、経済成長やそれに伴う物質的繁栄と地球環境とのトレードオフ関
係を問題としてきた。たとえば、持続可能性概念の登場以前に地球の資源制約と経済社
会システムのダイナミズムについて世界的な議論を巻き起こしたローマクラブの『成長
の限界』
（Meadows, et al. (1972)）は、世界人口、工業化、汚染、食糧生産、及び資源
の使用の現在の成長率が不変のまま続くならば、来るべき 100 年以内に地球上の成長
は限界点に到達すること、そして、最も起こる見込みの強い結末は人口と工業力の突然
の制御不可能な減少であることを予測した。以降も、世代間衡平性や持続可能な発展に
関する議論は、経済の物質的な成長経路と地球の資源制約の問題として捉えられ、数多
くの考察がなされてきた。
こうした背景を踏まえると、幸福度指標が提起する幸福や福祉についての視点は、い
くつかの点で、持続可能な発展の概念をめぐる議論に新しい可能性を与えるように思え
る。まず、幸福や福祉の視点を導入することで、持続可能性における衡平性の対象をよ
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り直接的に捉えることが可能となる。環境破壊などを通じて将来世代のニーズを脅かす
直接の原因は現在世代の物質的な活動ではあるが、それは現在世代の幸福や福祉の追求
の結果でしかない。より直接的に衡平を図るべきは、現在世代の幸福や福祉と、それと
トレードオフの関係にある将来世代の幸福や福祉である。
また、このように各世代の幸福や福祉に直接着目することによって、衡平性の対象を
物質的消費やそれから得られる効用だけでなく、生活の質を高める様々な側面に広げて
考えることができる。幸福度指標が提起しているのは、健康や教育の状況、人と人との
つながり、さらには自然から得られる精神や文化面での恩恵など、物質的消費量に回収
されない、人々の幸福や福祉の源泉の多彩で複雑な姿である。これらに着目することで、
単純に消費水準を世代間及び世代間で平準化する経路はもはや持続可能とは言えなく
なる可能性もある。たとえば、ある世代と次の世代の間で、森林が提供する精神的・審
美的価値が見直された場合を考えよう。この場合、原生林を人工林に置き換えることで
単純に森林からの木材供給量の平準化を図る経路は、森林から人々が得る幸福や福祉と
いう観点から見ると世代間衡平性が確保されているとは言い難い。
このように、持続可能性指標の検討に幸福や福祉についての視点を持ち込むことの意
義とは、幸福論が投げかける新たな豊かさについての視点から世代間衡平性や世代内衡
平性を捉え直し、持続可能性指標の前提となっている持続可能性の判断基準を再構築す
ることにあると考えられる。その結果として、単純に物質的な消費水準を平準化する以
外にも、持続可能性を実現するための様々な発展モデルを検討するが可能となる。幸福
や福祉の構成要素をより広範かつ詳細に捉えることで、同水準の幸福や福祉を実現する
様々な発展モデルの中から、将来世代のニーズとも整合的な選択肢を把握し、選びとる
指針とすることができる。

②幸福度指標の検討に持続可能性の視点を持ち込むことの意義

では逆に、幸福度指標の検討に持続可能性の視点を持ち込むことの意義についてはど
うか。指標の実用面を考えれば、持続可能性指標に幸福や福祉の視点を持ち込む場合と
は異なり、幸福度指標に持続可能性の視点を取り入れるかどうかは、一義的には選択の
問題である。それぞれの指標の目的に照らし、必要性の低い情報を捨象しながら指標の
簡素化や明確化を図ることは、指標作成における重要な要素である。持続可能性の視点
を入れるか否かは、まずは個々の指標の目的に照らした優先順位の中で検討されるべき
問題である。一方で、実用面からの制約を別にすれば、持続可能性の視点を入れるか否
かは、根源的には世代間衡平性や世代内衡平性に関する価値判断に関わる問題でもある。
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もし、一つの世代に属する人々の幸福や、一つの国に住む人々の幸福が、将来世代や他
国の貧困層の幸福の犠牲の上に成り立っているとしたら、そして、そうした状態を回避
すべきとの価値判断に立つのであれば、幸福感の検討に持続可能性の視点を持ち込むこ
とには意義がある。
また、ひとたびそうした価値判断を行うのであれば、組み入れるべき持続可能性の内
容については、①で提起したように、幸福や福祉の観点から再構築された持続可能性を
論じるべきであろう。したがって、以下の考察では、まず持続可能性指標の再構築の在
り方について論じ、その上で、それを幸福度指標に統合する場合の方向性について検討
する。

（２）幸福の観点からの持続可能性指標の再構築
幸福や福祉という観点を取り入れることによって、持続可能性指標は具体的にどのよ
うな形で再構築し得るのだろうか。ここでは次のような順序で検討を行う。まず、狭義
の持続可能性に着目した指標化の議論の前提となっている、持続可能な発展概念の定式
化の試みについて、経済理論の系譜を確認する。その上で、これらの持続可能性指標の
代表例として重要な位置を占めるジェニュイン・インベストメントを取り上げ、それが
幸福や福祉といった観点などからどのように評価できるか、どのような課題があるかに
ついて検討を行い、今後の指標化の方向性について論じる。

①持続可能性に関する新古典派経済理論の系譜

世代をまたぐ異時点間での資源配分は、持続可能な発展概念の登場より遥か以前から、
経済学において長く議論されてきた主題である。特に 20 世紀初頭における新古典派厚
生経済学の台頭の中で異時点間資源配分をめぐる理論も大きな前進を見せ、ラムゼイ・
モデル（Ramsey (1928)等）などを経て、世代間厚生経済学（intergenerational welfare
economics）の基礎が確立する。
こうした理論的展開の中で、新古典派の議論を自然資源、特に石炭や鉱物などの枯渇
性資源（exhaustible resources）の採掘経路の分析に応用する動きが生まれる。ここで
の主な課題は、枯渇性資源の生産（採掘）と消費の最適経路はどのようなものか、それ
は競争市場によって達成されるのか、達成されないとしたらどのような場合か、といっ
た問題意識であった。その代表例が、競争市場における資源価格の形成の在り方を唱え
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たHotelling (1931)である。Hotelling (1931)によると、競争市場において市場均衡が維
持されるためには、純資源価格（資源価格—限界採掘費用）は、利子率に等しい率で上
昇しなければならない（ホテリング・ルール）。この時、完全競争などの単純な仮定の
下では、競争市場における異時点間配分は社会的にも最適となることが証明できる 29。
しかし、ここでの主な関心はあくまで異時点間配分の効率性であり、世代間の衡平性
には大きな注意が払われることはなかった。その理由の一端は、当時、遠い将来世代と
の間の衡平性の問題は、現実の経済問題としての比重が小さく、経済理論の中心的な主
『成長の限界』
題とはなり得なかったことが考えられる 30。しかし、1970 年代に入ると、
による問題提起や石油危機の発生などを背景に、資源制約下における持続的な経済成長
の可否や資源利用をめぐる世代間衡平性の問題が議論されるようになる。さらに、折し
も、ロールズの正義論（Rawls (1971)）などにより功利主義への批判が展開されていた
中、異時点間資源配分をめぐる課題においても、功利主義的アプローチへの懐疑的議論
が高まった。すなわち、社会的厚生を各時点の資源消費から得られる効用を合計したも
のとして捉え、その最大化を実現する経路が、果たして世代間衡平性を満たすのか、と
いう課題である。Dasgupta & Heal (1974, 1979)は、功利主義的社会的厚生を最大化す
る最適経路は世代間の衡平性を満たさない場合があり、実際、典型的なラムゼイ・モデ
ルの設定の下では、消費はある時点から減少し、ゼロに収束することを示した。
世代間衡平性の議論をめぐるこうした行き詰まりを背景に、これまでの理論に修正を
加え、新古典派経済理論における自然資源の異時点間配分の基礎を築いたのが、Solow
(1974)と Hartwick (1977)である。Solow (1974)は、これまでの功利主義的社会的厚生
をロールズの正義論の観点から修正することで、世代を通じ消費水準を一定とする新た
な世代間衡平性の基準を提唱した。具体的には、まず、最も不遇な人々の利益を最大限
に高めるマキシミン（max-min）原理に従い、最大化の対象となる社会的厚生を最も
恵まれない世代の効用に置く。この時、最も消費水準の低い世代に他の世代の消費の一
部を回すことによって社会的厚生を高めることができるため、マキシミン原理の下では、
消費水準が一定となる経路が最も効率的となる。また、少なくともこうした経路は、世
代間の衡平性が満たされていると見なされてよい。
Solow (1974)によって定式化された世代間衡平性の基準をもとに、それを実現させる
ための経済運営の指針を示したのが、Hartwick (1977)を基点に展開されたハートウィ
ック・ルールである。ハートウィック・ルールによると、枯渇性資源で得られた利益を

29
30

詳しくは、時政他(2007)など参照。
大沼 (2002), p.131.
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すべて人工資本に投資すれば、各時点での消費を一定にすることができる。言い換えれ
ば、枯渇性資源を含めたすべての資本ストックの価値を一定に保つことが世代間衡平性
の必要条件となる。ハートウィック・ルールは、その後いくつかの修正や拡張が加えら
れながらも、現在においても、新古典派経済理論に基づく持続可能性論の基礎となって
おり、狭義の持続可能性を扱った多くの持続可能性指標で取り入れられている資本アプ
ローチの理論的背景の一つでもある。

②資本アプローチとジェニュイン・インベストメント

経済学の成長論や開発論は伝統的に、成長や開発の中心的な決定要因としての資本の
役割及びその通時的な配分の在り方に着目してきた。こうした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
基礎とする考え方を、持続可能な発展に関する資本アプローチと言う。ハートウィッ
ク・ルールも、持続可能な発展の概念の確立以前に登場した資本アプローチの一例と考
えることができる。資本アプローチはその後も、狭義の持続可能性、特に世代間衡平性
に着目した持続可能性指標の多くで様々な形で採用されている。
ここでは、資本アプローチを用いて持続可能な発展を定式化した持続可能性指標の代
表例として、Dasgupta (2001)のジェニュイン・インベストメント（Genuine Investment）
を取り上げる

31 。類似した取り組みとしては、先述のジェニュイン・セイビング

（Hamilton and Clements (1999), Pearce et al. (2008), World Bank (2006)ほか）ない
しAdjusted Net Saving（World Bank (2011)ほか）、Comprehensive Investment
（Dasgupta (2009)）などがあり、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（または
Adjusted Net Saving）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。
これらの取り組みには、背景となる理論や推計方法に若干の違いはあるものの、ジェニ
ュイン・インベストメントについて以下に述べる課題や方向性は、基本的には他の取り
組みにも共通している。
Dasgupta (2001)のジェニュイン・インベストメントの理論は、福祉（well-being）
を構成要素（constituent）と決定要因（determinant）の２つの側面から考えることが
基礎となっている。構成要素は、福祉が実現した状態がどのような要素によって成り立

ジェニュイン・インベストメントは、他にも Arrow et al. (2004)などでも使われている呼称
である。
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つかを表し、市場財の消費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、経験的状態としての幸福感なども含む広い概念として捉えられている。したがっ
て、Dasgupta (2001)の福祉概念は、先に見たように持続可能性指標を幸福や福祉の観
点から捉え直す試みの一つであると言える。一方、決定要因は、食料、衣服、水、住居、
知識や情報へのアクセスなど、福祉を生み出す財的投入を表す。構成要素と決定要因は、
それぞれ福祉のアウトプットとインプット、目的と手段の関係にある。Dasgupta (2001)
は、福祉の構成要素の観点から持続可能な発展を定義付けしつつ、それを実現するため
の要件を、決定要因の観点からジェニュイン・インベストメントとして定式化したので
ある。以下、詳細を見ていく。
Dasgupta (2001)は、まずRamsey (1928)及びKoopmans (1960, 1972)に基づくスタ
ンダードな世代間福祉のモデルを応用し、以下に述べるような形で持続可能な発展を定
義付けた。ここで簡単のため経済は閉鎖的で、人口は一定であると仮定する。一定の年
限 t ≥ 0 に対し、 U(Ct ) を世代 t の福祉であるとすると 32、世代間福祉 Vt は、

Vt =

∫

∞
t

(1)

U(Cτ )e −δ (τ −t )dτ

と表される。ただし、時間選好 δ > 0 に対し割引率 β ≡

1
とし、 U(⋅) は強い凹で二回
1+ δ

微分可能、単調増加であるとする。
また、 K を経済の状態を表す資本資産の包括的なリストとし、工業資本、人的資本、
自然資本、知識などから構成されるものとする。R を自然資源の採取率や教育・健康へ
の支出などの資源フローとする。t 期以降の経済プログラムを (ξτ ) ∞t ≡ {Cτ , Rτ , Kτ } と表
∞
t

現する。さらに、資源配分メカニズム α を、 t と K t の可能な集合 {t, K t }から t 期以降の

{

}

経済プログラムの集合 (ξτ ) ∞t への写像として、以下のように定義する 33。

{

∞
定義１：資源配分メカニズム α : {t, K t }→ (ξτ ) t

32

}

ここでは、一般化された消費フロー C は、食料、衣服、住居、ヘルスケア、平穏、余暇活動、
法律扶助、市民的・政治的自由や自然環境のアメニティなどの公共財を含み、また、所得分配
等に応じた加重がなされた集合概念として捉えられている（Dasgupta, 2001, p.90）。
33 Dasgupta (2001)では、制度は資本の一形態とは見なさず、資源配分メカニズムとして取り扱
っている（Dasgupta, 2001, p.143）。
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定義２：すべての τ ≥ t について、 ξτ が K t と (τ − t) のみの関数であるとき、資源配分
メカニズム α は時間に関して自律的（time-autonomous）であるとする。
これらの前提の下、Dasgupta (2001)は、世代間福祉の概念を用いて持続可能な発展を
以下のように定義する。
定義３： dVt /dt ≥ 0 ならば、経済プログラム {Cτ , Rτ , Kτ } は t において持続可能な経
∞
t

路に対応する。
すなわち、ここでは持続可能な発展は世代間福祉の非減少として定義されている。
ところで、世代間福祉 Vt は、t 期における経済の状態を表す資本資産のリスト K t と資
源配分メカニズム α の関数として、以下のように表現することができる。

Vt ≡ Vt (K t , α ,t) ≡

∫

∞
t

(2)

U(Cτ (α ))e −δ (τ −t )dτ

この関係を用いて、Dasgupta (2001)は、構成要素の面から定義した持続可能な発展を
実現するための要件を、 K t や α を用いて決定要因の面から定式化することを試みる。
ここで、資本資産のシャドウプライスを、その資産が限界的に増加したことによる福
祉の変化として考え、以下のように定義する。
定義４：資本資産 i のシャドウプライス pit = ∂V /∂K it ≡ ∂V (K t , α,t) /∂K it
また、このシャドウプライスを用い、資本資産の変化の社会的価値であるジェニュイ
ン・インベストメントを以下のように定義する。
定義５： t 期におけるジェニュイン・インベストメント It =

∑ p dK
it

it

/dt

i

(2)式を t で微分すると、 dVt /dt = ∂Vt /∂dt +

∑ p dK
it

it

/dt となり、また、資源配分メカ

i

ニズム α が時間に関して自律的ならば ∂Vt /∂t = 0 なので、以下の命題を得ることができ
る。
命題１： dVt /dt =

∑ p dK
it

it

/dt = It

i
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すなわち、資源配分メカニズムが時間に関して自律的ならば、世代間福祉の変分はジェ
ニュイン・インベストメントに等しいことになる。したがって、持続可能な発展を実現
するためには、ジェニュイン・インベストメントが非減少であることが必要となる。人
口増加を加味した場合は、一人あたりのジェニュイン・インベストメントが正であれば、
世代間福祉は増加し、負であれば減少するので、一人あたりのジェニュイン・インベス
トメントが持続可能性の判断基準となる。
これを別の角度から見ると、以下のようにも表現できる。資本資産により構成される
生産的基盤（productive base）の社会的価値の総体を富（wealth）すると、これは

W t = ∑ pit K it と表現できる。ジェニュイン・インベストメントは t 期における富の変分
i

なので、W t は It が正である場合に限り増加し、It は W t が増加する場合に限り正となる。
以上を考え合わせると、持続可能な発展は、経済の富が世代を通じて減少しないという
要件と等価であるということになる。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その後の世代に遺すことが、持続可能な発展の要件とな
る。

③ジェニュイン・インベストメントの課題

ジェニュイン・インベストメントは、経済理論による狭義の持続可能性の定式化の例
として、学説上も実践上も重要な位置を占めており、持続可能性指標と幸福度指標の関
係性を考える上でも出発点として非常に有用である。しかし同時に、ジェニュイン・イ
ンベストメントについては様々な課題があり、特に幸福や福祉の観点から見ても、持続
可能性指標の再構築にあたって検討すべき論点がいくつか存在する。

１）何を“富”と考えるか
先に見たように、ジェニュイン・インベストメントをはじめとする資本アプローチは、
各世代が享受する幸福や福祉そのものではなく、それを実現するために必要な資本が世
代を超えて受け継がれていることを持続可能性の要件とする。しかし、受け継ぐべき富
が具体的に何であるのかが理論から明示的に導き出されることはなく、実際の推計にお
いても、指標の種類や推計主体によって資本の選択にはかなりの幅がある。
たとえば、Dasgupta (2001)は、工業資本、人的資本、自然資本、知識ベースの社会
的価値の増減としてジェニュイン・インベストメントを構想しているが、自然資本一つ
をとっても、化石燃料、鉱物資源、熱帯雨林、温帯林、マングローブ、農耕地、牧草地、
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表流水、地下帯水層、流域生態系、漁業資源などのうち、具体的にどのような資本がど
のような根拠で含まれるべきかについては明らかではない。世界銀行が推計を進めるジ
ェニュイン・セイビングも、現段階では、地下水、漁業資源、土壌などの重要な資源が
組み入れられていない。
ジェニィン・インベストメントの理論に即して考えれば、社会の資本資産 K が真に包
括的なリストであるならば、世代間福祉の変分はジェニュイン・インベストメントに等
しいことになる。しかし、実際の推計においては、データの制約などの問題からリスト
の包括性を確保することは困難である。次善の策としては、世代間福祉に重大な影響を
与える資本についてだけでも可能な限り推計に含めることが考えられる。各資本が世代
間福祉に与える影響の大きさはシャドウプライスに表現されるため、理論上は、全ての
資本についてシャドウプライスを比較すればよいことになるが、それでは先に述べたデ
ータの制約などの問題を乗り越えることができない。したがって資本選択は、ジェニュ
イン・インベストメントの理論そのものから導き出した基準によって行うことはできず、
これらの議論とは別の検討を通じて選別する必要がある。この点については、本節の後
段で詳述する。

２）弱い持続可能性の課題
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非減少を持続可能
性の要件とする考え方を“弱い持続可能性（weak sustainability）”と言う。ISEWや
GPIやジェニュイン・インベストメントなどのマクロ経済指標の多くは、弱い持続可能
性の考え方に基づく指標である。弱い持続可能性の考え方は、生産要素間の代替可能性
を前提とする古典派経済理論に立脚し、経済学における伝統的な生産要素である工業資
本、労働力、土地に加え、自然資本などの新たな資本概念を導入したものである 34。弱
い持続可能性の考え方に基づけば、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、統合指標によって持続可能性を評価できるという利点もある 35。
一方で、弱い持続可能性の考え方に基づく判断基準には、“強い持続可能性（strong
sustainability）
”の立場から多くの課題や限界が指摘されている。その主な主張は、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
いるため、自然資本を人工資本に置き換えてしまった場合、持続的な生産や価値の提供
を行うことができなくなるというものである。“強い持続可能性”の主張に従えば、こ
れらの自然資本については、人工資本とは別途維持していく必要がある。
34
35

Stiglitz et al. (2009), p.236
Dasgupta (2001), p.141
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このように代替性が限定されている自然資本を、Pearce et al. (1994)やTurner
(1993)は、
“臨界自然資本（critical natural capital）
”として概念化した 36。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。ここではそれらの詳細については立ち入らないが、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（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

36

“本質的自然資本”と訳す場合もある。
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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 37、人工資本とは独立
して維持すべきである 38。
“強い持続可能性”の考え方をとれば、持続可能性を計測する指標についても、一つ
の価値単位に換算された単一の統合指標のみから持続可能性を判断することは現実的
ではなく 39、特に、人工資本との代替性が限定されている臨界自然資本については、統
合的な指標とは別途そのストックを把握する必要が生じる。
これに対して、弱い持続可能性に基づく指標の観点からは、このような資本が希少に
なった場合、シャドウプライスが大きく上昇するため、統合指標に組み入れたとしても、
持続可能性の判断に支障はないとの反論があり得る。しかし、後述のようにシャドウプ
ライスの推計には様々な課題があり、資本の性質によっては、適切に組み入れることが
非常に困難である。また、そうした資本の劣化・減少を禁止的に高い仮想のシャドウプ
ライスを外挿することによって統合指標の動向に反映させるのであれば、そもそも別個
に把握することによっても目的は達成できる。さらに、他の重要な資本が同時に回復・
増加している場合などは、失われる価値と増加する価値が打ち消し合い、極めて深刻な
状態になるまで統合指標の動向には反映されない恐れもある。

３）シャドウプライスの推計
ジェニュイン・インベストメントの推計にあたっては、各資本ストックの変化の社会
的価値を求め、それを合計する必要がある。社会的価値の算出には、各資本ストックの
シャドウプライスを推計しなければならない。定義４にあるように、ある資本資産のシ
ャドウプライスは、当該資本資産の量が限界的に増加したことによる世代間福祉の変化
である。
後述する分配の不均衡の問題を度外視すれば、完全競争市場で外部性が存在しないな
どの特定の状況の下において、市場価格はシャドウプライスに一致する。実際の推計に
おいても、当該資本自体または当該資本から生み出される財やサービスが市場で取引さ

37

この他、当該資本が希少であることも重要な要件である。たとえば、人間の生存に不可欠な
酸素は、他の物質によって代替することは不可能で、大気から大量に失われればそれを回復す
ることは困難だが、少なくとも全人類が生存していくのには十分な量が常に大気中に存在する。
しかし、統合指標に組み入れるか否かにかかわらず、希少性は全ての資本に必要な前提である
ため、上述の要件には含めていない。
38 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。
39 UNECE (2009), p.6 など
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れている場合、シャドウプライスはこれらの市場価格に基づいて近似的に計算される場
合が多い。しかし、取引市場が存在しない場合や、大きな外部性が存在する場合などに
ついては、市場価格をシャドウプライスの推計に用いることはできないか適切ではない。
特に、一部の供給サービスを除き、生態系サービスの多くには取引市場が存在しない
ため、シャドウプライスの推計にあたっては、非市場財である環境財の評価のために実
践されてきた環境経済学上の様々な方法が試みられている。以下は、これらの手法のう
ち、主なものを挙げたものである。これらの手法は、代替コスト法や生産関数アプロー
チを除き、人々の現実の経済行動から選好を評価する顕示選好法と、直接人々から聞き
出した価値をもとに選好を評価する表明選好法とに大別される。
ⅰ）回避行動アプローチ（averting behavior）
顕示選好法の一つで、環境被害の回避に費やされた費用から、環境改善への支払
意志額を推計する手法。環境の悪化から人々が健康被害などを被る場合に用いられ
ることから、公害の制御や水の浄化などの生態系サービスの価値の推計に応用する
ことが考えられる。環境被害を軽減する財の購入は他の用途も含む場合もあるため、
回避行動の範囲を定めることが難しいなどの弱点が指摘される 40。
ⅱ）ヘドニック価格法（hedonic price）
これも顕示選好法の一つで、不動産価格や賃金等を、その価格を形成する様々な
属性に分解し、その中から環境質の寄与分を取り出して評価する手法。台風の被害
経験や洪水制御、空気の浄化といった生態系サービスの価値の推計に応用すること
が考えられる。環境影響が不動産価格等に資本化されない場合は使えないなどの欠
点が指摘される 41。
ⅲ）トラベルコスト法（travel cost）
対象地までの旅行費用等をもとに環境価値を評価する手法。これも顕示選好法の
一つである。レクリエーション機能など、生態系サービスのうち文化的サービスの
評価などに応用することが考えられる。

40
41

諸富他 (2008), p.172
同上, p.178
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ⅳ）CVM（Contingent Valuation Method）
表明選好法の一つで、幅広い適用可能性を持つことから、最も広く用いられてい
る環境評価手法の一つである。環境変化に対する支払意志額を訪ねることで環境価
値の評価を行う。景観、騒音防止、レクリエーション、水質源保全などのいわゆる
利用価値だけではなく、野生動物保全や生態系保全などの非利用価値の評価にも有
効である 42。
ⅴ）コンジョイント分析（conjoint analysis）
CVMと同様、表明選好法の一つで、複数の環境保全策の代替案を回答者に示し、
その好ましさを訪ねることで環境価値を評価する手法 43。調査が回答者に認知上の
課題な負担をかけた場合、回答者は熟慮を行わず、非合理にみえる回答を結果とし
て提供する場合があるなどの課題が指摘される 44。
ⅵ）代替コスト法（replacement cost）
生態系サービスの機能を、人工資本などによる他の選択肢で置換えた場合の費用
から価値を推計する方法。森林や湿地帯の水質源保全機能について、濾過施設やダ
ムの建設・維持費用との比較で評価を行うなどのケースが考えられ、1990 年代以
降、各国のいくつかの自治体で実践されている。必ずしも人々の選好を直接反映し
たものではないため、経済学的には批判的な意見もある。
ⅶ）生産関数アプローチ（production function）
生態系サービスを生産過程のインプットの一つとして捉え、市場で取引されてい
る最終製品の価値への貢献との関係で評価する方法。洪水制御や土壌浸食の制御、
台風の被害軽減などの生態系サービスを、それによって守られる経済活動の価値を
通じて評価することが考えられる。

このように、非市場価値の推計には様々な手法が開発されているが、それぞれ長所と
短所が存在する。シャドウプライスの推計にあたっては、対象となる資本の経済的な性
質を見極め、適切な手法を選択することが極めて重要である。

42
43
44

馬奈木・地球環境戦略研究機関 (2011), p.39
同上, p.39
諸富他（2008）, p.188
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４）対象となる集団の福祉
衡平性を図る対象となるのは“世代”という集団の福祉であるが、それは各世代を構
成する個人的福祉の総和や平均水準なのか、あるいは、何らかの分布特性を加味したも
のであるべきなのか、さらには、環境問題による影響を直接被る脆弱な社会層など、特
定の部分集合に焦点を当てるべきなのか。ジェニュイン・インベストメントの理論に即
して言えば、これらは、各世代の福祉の集計の在り方の問題である。先の説明における
構成要素の面から言えば、各世代の福祉 U(⋅) における個人的福祉の集計方法や、一般化
された消費水準 Ct で考慮する分布特性において表現される。また、決定要因の面から
見れば、これらの特性は各資本のシャドウプライス pit に表現されることとなる。
しかし、ジェニュイン・インベストメントの実際の算出においては、各資本のシャド
ウプライスは市場価格を用いて推計される場合もあり、事実上、集団の分布特性は考慮
されていないことが多い。３）で述べたような推計手法を用いる場合も同様である。し
たがって、資源配分メカニズム α の在り方によっては、結果として著しい不公平を生み
出してしまうにもかかわらず、資本の価値だけから見れば、指標上、高い評価を得てし
まう場合もある。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。
そこで、あくまでこの指標の枠組みで分布特性を加味しようとすれば、対象集団にお
ける資源配分メカニズム α の状況を勘案しつつ、シャドウプライスの設定を工夫するか、
資本の選択そのものを通じて考慮するほかない。特に後者については、本節の後段で詳
述する。

５）地球規模の持続可能性
ジェニュイン・インベストメントに限らず、ISEW や GPI などのマクロ経済指標は、
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として捉えられ、実際に
推計されてきた。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。現在のところこれらの実際の指標では、一国内、一地域内に存在する資
本の価値のみが持続可能性の判断に用いられている。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、こうした傾向が持続可能性指標に正
の貢献をする可能性は高い。しかし、生産と消費がグローバル化した現在では、一国や
一地域で消費される財やサービスの生産には、国外あるいは地域外の自然資本や人的資
本が使われている。特に、環境規制や労働規制が十分に機能していない発展途上国にお
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いては、先進国で消費される財の生産のために、当該国内の自然資本や人的資本が大き
く毀損されるケースも多い。
後に述べるように、持続可能な発展という概念によって国際社会が優先的に取り組む
べき課題は、先進地域の国や地域のレベルの持続可能性ではなく、地球レベルでの持続
可能性である。とりわけ、先進国における幸福と地球の持続可能性を考えた場合、先進
国における物質的消費による地球の生態系の破壊が、発展途上国の貧困地域を含む、将
来世代の幸福や福祉にどのような影響を与えうるのかが最大の焦点となるべきである。
そうした観点から考えれば、たとえば、国内の森林資源を有効活用することなく、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ような状況は、たとえ一国内の自然
資本が減少していなかったとしても、持続可能であると見なされるべきではない。
したがって、資本アプローチによる指標の構築にあたっては、国内で消費された財や
サービスが国外で引き起こした自然資本や人的資本への悪影響を考慮し、それを国内の
総資本から割り引いて評価する必要がある。また、国や地域のレベルではなく、地球全
体の持続可能性を指標化することも必要であろう。

④資本選択の視点

先述の通り、富を構成する資本として具体的に何を選択するべきかについては、ジェ
ニュイン・インベストメントなどの資本アプローチの理論そのものとは別の視点による
検討が必要である。形式的に言えば、各世代の幸福や福祉に重大な影響を与える可能性
のある資本資産の組み合せを選択することが求められるが、そのためには、そもそも各
世代、特に将来世代の幸福や福祉をどのように捉えるかという点について検討しなけれ
ばならない。そこで以下では、将来世代の幸福や福祉の観点から見た場合に、持続可能
性を担保する資本の選択基準がどのように整理できるかを考察する。

１）二段階のアプローチ
現在世代の幸福感を論ずる場合と異なり、将来世代のそれは主観データなどで実際に
把握することはできず、したがって、将来世代の幸福や福祉の要因については推測する
以外に方法がない。もちろん、生命や健康、最低限の教育などの人間としての基本的な
条件は、世代や地域を超えて一定の普遍性を持つ。しかし、それらの基本的な条件を除
けば、将来世代の価値観は現在と必ずしも同じとは限らず、したがって幸福を感じる対
象や要因も現在世代のそれとは異なっている可能性もある。たとえば、高度成長期の日
本では屋久島の杉さえも木材供給のための伐採の対象になったが、現在の社会的経済的
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な状況や人々の価値観からすると受け入れ難い。このように数十年間の間にも世代間の
価値観は大きく変化する。
したがって、将来世代の幸福や福祉を念頭に置いた資本選択は、２つの段階に分けて
考えることが適当である。第一には、いつの時代にも必要な、人間としての基本的な条
件を確保するために不可欠な資本を特定する。こうした資本には、清潔で安全な飲み水
を提供するための生態系やインフラ、最低限の医療・保健サービスを提供するために必
要な設備や人員、全ての市民に基礎教育を提供するために必要な設備や人員などが含ま
れよう。
その上で、第二に、各世代がそれぞれの価値観に基づいて社会選択を行えるだけの自
由度を確保するという観点から、資本の選択を行う。この観点からは、全ての資本の社
会的価値の総計のみを問う弱い持続可能性の考え方は不十分であり、むしろそれぞれの
資本やその組み合せを用いて確保できる将来の選択肢の多様性が重視される。
この点については、Sen(1985)などによる潜在能力アプローチが参考になる。潜在能
力アプローチは、財の配分自体や、その利用から得られる主観的な効用情報によって福
祉を判断するのではなく、財と効用との中間に、財の所有に基づいて人が達成し得る生
き方や在り方、すなわち「機能（functionings）
」という新たな理論的中間項を設定す
る

45。そのことによって、たとえば、健康であること、移動能力が備わっていること、

自尊心を持てること、コミュニティの生活に参加できることなど、人の福祉に直結する
生き方や在り方の様態から財の配分パターンを評価できるようになる。その上で、セン
が福祉の評価の対象としたのは、人々が結果的に達成した機能そのものではなく、潜在
的に達成可能な機能の豊かさ、すなわち「潜在能力（capability）」の大きさであった 46。
作間 (1997)は、こうしたセンの理論展開を踏まえ、ブルントラント報告の持続可能
な発展概念における「自らのニーズを充足する能力」は潜在能力概念をベースとして理
解すべきであると主張する。すなわち、将来世代が、現在と同量の資本ストックの利用
可能性を与えられることを前提に、それによって獲得できる潜在能力を損なうことのな
45

正確には、財と機能の間に、財が持つ様々な性質を表す「特質」の概念が入るが、以下の記
述では、鈴村・後藤 (2000)の解説に倣い、これを省略する。
46 その理由について、鈴村・後藤 (2000)は、二つの側面から説明する。第一に、ある人が結果
的に達成した機能の水準が低いものであったとしても、その人の潜在能力が豊かであれば、福
祉的自由の観点からは低く評価されるべきではない。たとえば、結果的に同じ餓死という結末
にいたるにせよ、断食による尊厳死を迎えた人と、極貧と衰弱によって選択の余地なく死を迎
えた人は、異なった評価に値する。第二に、達成された機能の水準が高いものであったとして
も、自律的・責任的な選択範囲（＝潜在能力）が乏しい場合には、その人の福祉的自由の程度
を高く評価するべきではない。たとえば、物質的・精神的に潤沢な生活を送っているにせよ、
自らの潜在能力を効果的に活用して自律的・責任的にそれを達成した人と、寛大な主人に愛さ
れて、他の選択肢がないまま恩恵を与えられた奴隷とは、異なった評価をすべきである。
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い発展として持続可能な発展を捉える。
このような視点を資本選択に応用するとすれば、各資本を用いて確保できる将来の選
択肢の豊かさが重視されることになる。この場合、先述の臨界的自然資本はもちろん、
現在のところ生命に関わるような不可欠性があるとは言えないまでも、他の資本で代替
することができず、短期的には損失が不可逆な資本のうち、特に将来に向けて多様な機
能を併せ持つ資本については、優先的に資本として組み込むべきであると考えられる。
高等教育などの人的資本はもちろん、自然資本の中でも、たとえば熱帯雨林が保持する
遺伝資源のプールは、たとえ現在は利用法がなくとも、将来の技術的な選択肢を大きく
広げる可能性がある。また、都市に隣接する森林や沿岸生態系などは、現在のところ不
可欠であるとは言えないまでも、いったん私有の宅地や養殖場にしてしまうと、将来、
これをレクリエーションや教育、コミュニティの交流の場として活用したり、今後増加
する気候変動による高波への対応として活用することは困難になる。このように将来の
選択肢を広げる可能性のある資本については、優先的に資本として組み込むべきである
と考えられる。

２）世代間の競合性
世代間衡平性を考える場合、各世代が感じる幸福や福祉に関わる事象全てが関係する
わけではなく、あくまで、ある世代の活動や選択が、それに続く世代の幸福や福祉に何
らかの影響を及ぼす場合のみが検討の対象となるべきである。したがって、幸福度指標
で扱われる幅広い幸福の要因をすべて世代間衡平性の議論に適用することは意味がな
い。たとえば、現在世代の過剰な経済活動の結果、将来世代が利用できる自然資源の量
が著しく乏しくなってしまった状況を考えたよう。この場合、将来世代が、現在世代の
活動とは無関係な何らかの事情から家族など人々のつながりが非常に強く、全体として
みれば現在世代と同等の満足感を得ていたとしても、それによって世代間衡平性が確保
されていると考えることは適当ではない。また、たとえばある世代がオゾン層による紫
外線の遮断効果を利用して紫外線から健康を守ったとしても、フロンガスなどで破壊さ
れない限りは、当該効果をその後の世代が利用することは妨げられないので、これも検
討の対象とすべきではない。太陽エネルギーや風力、波力など、無限の補充性を持つ資
源も同様である。経済学的に言えば、世代間での競合性がある資本のみが検討の対象と
なるべきである。

３）対象集団の特性の反映
先に述べた通り、ジェニュイン・インベストメントの算出において集団の分布特性を
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考慮しようとすると、資源配分メカニズムの状況を勘案しつつ、シャドウプライスの設
定を工夫するか、資本の選択そのものを通じて考慮することとなる。先の例で言えば、
鉱物ストックのシャドウプライスを何らかの形で市場価格より低く評価するか、あるい
は、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。
では、そもそも、持続可能な発展という人類全体の理念に照らして、我々はどのよう
な集団の利益を最も重視して資本選択をするべきなのであろうか。実際、ブルントラン
ト委員会報告書などにおいて国際社会が問題にしているのは、世代間衡平性一般の議論
ではない。そこには、人類が直面する具体的な地球の課題があり、それによって大きな
被害を被る現実の人々が存在する。とりわけ、深刻化する気候変動や生態系の破壊の影
響を最も深刻な形で被るのは、自然資本に生活を依存する後進国の脆弱な社会層、中で
も農村部の女性や子どもである。また、海面上昇や大洪水は島嶼国や沿岸部の住民が生
活する土地を奪い、大量の死者や難民を生み出すだけでなく、移住などによって民族の
アイデンティティや文化を破壊する。干ばつや食料価格の高騰に起因する飢餓は多くの
人々の命を奪うだけでなく、蔓延する栄養失調が人的資本の形成に重大な損害を与え、
貧困の罠からの脱出をさらに困難にする。さらに、感染症の拡大、山火事、ハリケーン
や台風などの被害を最も如実に受けるのは、これらへの対抗手段を持ち合わせない脆弱
な社会層である。ブルントラント委員会報告書から 20 数年が経った現在においても、
国際社会が持続可能な発展という理念のもと優先的に取り組むべきは、今後数十年間の
うちにこれらの社会層が地球環境との関係で直面する生命や財産の危機、深刻な貧困や
飢餓の問題であろう。
しかし、持続可能な発展を世代間福祉の非減少として抽象化して捉え直す中で、この
概念で取り組むべき課題の具体的な姿は捨象されてしまう危うさがある。各世代の個人
的福祉の総計や平均的水準を維持できていたとしても、このような課題が解決しないま
まであれば、そもそも持続可能な発展が達成されたとみなされるべきではない。
こうした観点に立った場合、社会が世代を超えて維持すべき資本の中には、それが失
われることによって、これらの社会層の福祉や幸福に重大な悪影響を与える可能性のあ
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
に含めるべきである。
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⑤検討の方向性

以上検討してきた資本アプローチの課題を踏まえ、幸福や福祉の観点から持続可能性
指標の再構築を行う場合には、以下の方向性が考えられる。

１）統合指標と個別指標群のハイブリッド指標群
持続可能性指標の構築にあたっては、ジェニュイン・インベストメントのような一つ
の価値単位に換算された統合指標で全体像を把握するとともに、価値の不可欠性、代替
不可能性、不可逆性のある臨界自然資本については、統合指標とは別途、物量やベンチ
マークなどの個別指標でそのストックを把握するべきである。持続可能性の判断は、こ
れら統合指標と臨界自然資本の個別指標の両面からの総合的な考慮に基づいて行うべ
きである。

２）シャドウプライスの推計
統合指標の構築に用いるシャドウプライスの推計については、各推計手法の長所短所
を見極めながら、各資本の経済的な性質に合致した手法を選択すべきである。適切な推
計手法が十分に確立していない資本のうち、特に重要なものについては、１）の臨界自
然資本のように、やはり物量やベンチマークなどの個別指標でそのストックを把握する
ことも検討すべきである。

３）地球規模の持続可能性の評価
持続可能な発展の理念に照らせば、国や地域のレベルだけでなく、地球全体の持続可
能性指標の構築が必要である。また、国や地域のレベルの持続可能性指標についても、
国内や地域内で消費された財やサービスが国外や地域外で引き起こした自然資本や人
的資本への悪影響を考慮し、それを国内の総資本から割り引いて評価する必要がある。

４）資本選択の基準
資本選択にあたっては、以下の点に留意すべきである。
・二段階の資本選択
健康や教育など人間としての基本的な条件を確保するために不可欠な資本と、各
世代がそれぞれの価値観に基づいて行う選択肢の多様性を確保する資本との二つ
の段階で資本選択を行うべきである。
・世代間の競合性
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世代間での競合性がある資本など、ある世代の活動や選択が、それに続く世代の
幸福や福祉に何らかの影響を及ぼす場合のみを検討の対象とするべきである。
・発展途上国の脆弱な社会層の利益
地球全体の持続可能性指標の構築にあたっては、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可能性のある資本や、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含めるべきである。ま
た、国や地域のレベルの持続可能性指標についても、国内や地域内の活動がこうし
た国外の資本へ悪影響を与える場合は、それを総資本から割り引いて評価するべき
である。

（３）持続可能性の観点からの幸福度指標の再構築
先述のように、実用面からの制約を別にすれば、持続可能性の視点を入れるか否かは、
根源的には世代間衡平性や世代内衡平性に関する価値判断に関わる問題である。もし、
我々の幸福が、将来世代や貧困層の幸福の犠牲の上に成り立つような状態を回避すべき
との価値判断に立つのであれば、幸福感の検討に持続可能性の視点を持ち込むことが適
切である。その場合には、
（２）の観点に立って再構築された持続可能性指標を、幸福
度指標の用途や対象、さらには全体の体系や指標数に応じて、適切な形で接合するべき
である。
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第４章

結論

本研究では、今後の持続可能性指標と幸福度指標との統合に向けた検討に資するため、
近年における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。結論として、幸福度指標に環境
面の状況を組み入れる場合と、持続可能性指標と幸福度指標を統合する場合について、
それぞれ、以下のような成果を得た。

（１）幸福度指標に環境面の状況を組み入れる場合



環境面の状況が個人の幸福感に与える影響については、１）環境問題が健康状態
や財産に与える影響、２）資源の供給、３）基本的な環境サービスへのアクセス、
４）自然からの充足感、自然とのつながり、４）自然災害リスクによる影響とい
った観点から分類を行うことができる。



生態系サービスの多くは、人間の経済活動や社会活動と深く結びついているほか、
個人の幸福感にも様々な形で大きな影響を与えており、幸福度指標においてもこ
れらの把握に努める必要がある。指標化の検討にあたっては、以下に述べる点に
留意すべきである。


生態系サービスのいくつかは、暮らしの中で直接実感される影響はなく、普
段は市場価格にも反映されていないが、生態系の劣化の深刻化とともに、市
場を介して個人の幸福感にも大きな影響を与える場合がある。



地域によっては、生態系サービスは、市場を介することなく、人々の暮らし
や健康に直接影響を及ぼすことがある。



生態系サービスは、基本的な環境サービスへのアクセスの確保について、極
めて大きな役割を果たしているほか、洪水や旱魃などの自然災害リスクの減
少に大きく貢献するとともに、ひとたびリスクが顕在化した際の社会のレジ
リアンスを高めることにも役立つ。



実際の環境汚染の状態と、それについての人々の認識とは、人々の主観的幸福に
別々の影響を与える可能性がある。また、こうした精神的影響の度合いは、職業、
年齢、性別、家族構成、持病、喫煙、健康習慣、体重、教育水準、所得水準、雇
用状況、居住地域、環境情報へのアクセスなどによって異なる。したがって、幸
福度指標における環境面の状況の指標化にあたっては、主観指標と客観指標の両
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面からの把握を検討することが適切である。特に、公害による被害のように、社
会集団毎に異なる影響が予想される問題については、環境面をめぐる不平等を早
期に発見し、政策的に対処するために、主観指標と客観指標の組み合わせを通じ、
多面的に分析を進めることが適切である。


自然災害の影響を考える際には、災害が実際に起こった場合における被害はもち
ろん、発生リスクの増大が人々の生活や精神状況にもたらす様々な影響について
も考慮に入れる必要がある。自然災害リスクの影響を指標化する際には、第一に、
当該地域における各種の災害の発生確率だけでなく、それについての人々の主観
的評価も併せて検討する必要がある。第二に、自然災害リスクが人々の幸福感に
与える影響は、災害に対するレジリアンスが社会にどの程度あるかによって大き
く左右されるものと考えられるため、今後はこうした側面を評価する指標の開発
が期待される。

（２）持続可能性指標と幸福度指標を統合する場合



持続可能性指標の検討に幸福や福祉の視点を持ち込むことの意義は、幸福論が投
げかける新たな豊かさについての視点から世代間衡平性や世代内衡平性を捉え直
し、持続可能性指標の前提となっている持続可能性の判断基準を再構築すること
にある。



幸福度指標の検討に持続可能性の視点を持ち込むことの意義は、一つの世代に属
する人々の幸福や、一つの国に住む人々の幸福が、将来世代や他国の貧困層の幸
福の犠牲の上に成り立つ状態を回避すべきとの価値判断を指標に反映することで
ある。



幸福や福祉の観点から持続可能性指標の再構築を行う場合には、以下の方向性が
考えられる。
１）統合指標と個別指標群のハイブリッド指標群
持続可能性指標の構築にあたっては、ジェニュイン・インベストメントのよ
うな一つの価値単位に換算された統合指標で全体像を把握するとともに、価値
の不可欠性、代替不可能性、不可逆性のある臨界自然資本については、統合指
標とは別途、物量やベンチマークなどの個別指標でそのストックを把握するべ
きである。持続可能性の判断は、これら統合指標と臨界自然資本の個別指標の
両面からの総合的な考慮に基づいて行うべきである。
２）シャドウプライスの推計
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統合指標の構築に用いるシャドウプライスの推計については、非市場財に関
する各評価手法の長所短所を見極めながら、各資本の経済的な性質に合致した
手法を選択すべきである。適切な推計手法が十分に確立していない資本のうち、
特に重要なものについては、１）の臨界自然資本のように、やはり物量やベン
チマークなどの個別指標でそのストックを把握することも検討すべきである。
３）地球規模の持続可能性の評価
持続可能な発展の理念に照らせば、国や地域のレベルだけでなく、地球全体
の持続可能性指標の構築が必要である。また、国や地域のレベルの持続可能性
指標についても、国内や地域内で消費された財やサービスが国外や地域外で引
き起こした自然資本や人的資本への悪影響を考慮し、それを国内の総資本から
割り引いて評価する必要がある。
４）資本選択の基準
資本選択にあたっては、以下の点に留意すべきである。
ⅰ）二段階の資本選択：健康や教育など人間としての基本的な条件を確保
するために不可欠な資本と、各世代がそれぞれの価値観に基づいて行う
選択肢の多様性を確保する資本との二つの段階で資本選択を行うべき
である。
ⅱ）世代間の競合性：世代間での競合性がある資本など、ある世代の活動
や選択が、それに続く世代の幸福や福祉に何らかの影響を及ぼす場合の
みを検討の対象とするべきである。
ⅲ）発展途上国の脆弱な社会層の利益：地球全体の持続可能性指標の構築
にあたっては、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
な悪影響を与える可能性のある資本や、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含めるべきである。また、
国や地域のレベルの持続可能性指標についても、国内や地域内の活動が
こうした国外の資本へ悪影響を与える場合は、それを総資本から割り引
いて評価するべきである。


持続可能性の観点からの幸福度指標の再構築する場合には、上記の観点に立っ
て再構築された持続可能性指標を、幸福度指標の用途や対象、さらには全体の体
系や指標数に応じて、適切な形で接合するべきである。
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ヒアリング調査を行った先行事例の概要

本研究では、特に最近急速に検討が進んでいる国内外のいくつかの指標について、平
成 24 年 2 月から 3 月にかけて、各機関の担当者を対象にヒアリング調査を実施した。
以下では、これらのヒアリングの結果も踏まえ、各指標の目的や構造、推計の現況につ
いて概説する。

１．OECD：グリーン成長指標（Green Growth Indicators）・・・・・・・・・・・
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２．熊本県：県民総幸福量（AKH: Aggregate Kumamoto Happiness）・・・・・・・ 68

３．荒川区：荒川区民総幸福度（GAH: Gross Arakawa Happiness）・・・・・・・・・ 71

４．新潟市：市民の幸福度（NPH：Net Personal Happiness）・・・・・・・・・・・ 75

５．兵庫県：兵庫県版 GPI (真の進歩指標)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 78

６．JFS サステナビリティ INDEX (JFS Sustainability Vision and Indicators)・・・・・ 81

７．Happy Planet Index (HPI)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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１．OECD：グリーン成長指標（Green Growth Indicators）
（１）概要
グリーン成長指標は、経済協力開発機構（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）
」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。

（２）基本情報

①開発主体
経済協力開発機構（OECD）

②開発年
2011 年 5 月に暫定指標を公表。今後さらに、ヘッドライン指標や個別指標の開発を
進める予定。

③計測対象・期間
OECD 加盟各国及びその他の主要国が対象。2011 年に暫定指標による計測結果を公
表（計測期間は指標により異なる）
。

（３）指標の目的


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。



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。



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。
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（４）指標の内容

①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
間には下図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）グリーン成長指標の構造

（出典：OECD (2011a)）

②各領域と個別統計

ⅰ）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
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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

ⅱ）環境・資源生産性
炭素・エネルギー
生産性

資源生産性

多要素生産性

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
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）

3. 物質生産性（非エネ
ルギー）

3.1 需要ベース物質生産性
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）

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）

ⅲ）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
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
ク

9. 鉱物資源
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
系サービス

10. 土地資源
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
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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

ⅳ）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
メニティ

15. 下水処理と飲料水
へのアクセス

15.1 下水処理を利用できる人口
15.2 安全な飲料水に持続的にアクセスできる人口

ⅴ）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
ビス

19. 環境財と環境サー
ビス（EGS）の生産

19.1 EGS セクターにおける粗付加価値（GDP に占める割合）
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
って重要な国際金融フ
ロー
（全フロー及び GNI
に占める割合）

20.1 ODA
20.2 炭素市場
20.3 外国直接投資（検討中）

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）

規制・管理アプロ
ーチ

検討中

訓練とスキル開発

検討中
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（５）関連文献


OECD (2011a), Towards Green Growth: Monitoring Progress: OECD

Indicators, http://www.oecd.org/greengrowth


OECD (2011b), Towards Green Growth, http://www.oecd.org/greengrowth
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２．熊本県：県民総幸福量（AKH: Aggregate Kumamoto Happiness）
（１）概要
「県民総幸福量（AKH： Aggregate Kumamoto Happiness）は、熊本県が、
「県民幸
福量の最大化」を図るとの県政の基本目標の下で開発を進める、主観的満足度に基づく総
合指標である。
熊本県では、2008 年 12 月に策定された県政運営の基本方針である「くまもとの夢４カ
年戦略」の中で、
「くまもとの夢」として「生まれてよかった、住んでよかった、これか
らもずっと住み続けたい熊本」を掲げるとともに、その実現に向けた基本目標として「県
民幸福量の最大化」を図ることとした。県は、この基本目標の下で各種の施策に取り組む
一方で、その考え方を県民に分かりやすい形で整理し、県民参加による県政の取り組みの
見直しにもつなげるため、県民幸福量を図る尺度の開発を進めている。具体的には、2010
年 10 月以降、県内の有識者からなる「くまもと幸福量研究会」にて指標案の検討を進め、
2011 年 7 月に「県民幸福量を測る指標についての意見書」の中で、県民幸福量を測る総
合指標としての「県民総幸福量（AKH: Aggregate Kumamoto Happiness）
」と、AKH の
補助的な幸福度指標として、
“笑いの数”による「SI: Smile Index」を提唱した。その後、
県ではアンケート調査の実施や地域ごとのワークショップの開催等を通じて、AKH と SI
の公表に向けた準備を進めている。

（２）基本情報

①開発主体
熊本県

②開発年
開発中

③計測対象・期間
熊本県が対象。計測期間等の詳細は検討中。

（３）指標の目的


幸福に関する認識の共有化：県民幸福量を分かりやすい形で整理することにより、
県民と各行政機関等で幸福の要因を共有化する。
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県政の取り組みのより効果的な展開：指標の分析結果をもとに県民幸福量の増加
に寄与する要因を抽出することで、効果的な政策の展開を図る。



ローカルな価値の全国発信：分かりやすく親しみやすい指標を用いて県民の幸福
を捉えることで、熊本県には熊本県の価値基準があること、さらには、それぞれ
の地域にはそれぞれの地域の価値基準があること、言わば、ローカルな価値観を
全国に向けて発信する。

（４）指標の内容

①計測方法
ⅰ）県民総幸福量（AKH: Aggregate Kumamoto Happiness）
幸福要因を、下図の４分類 12 項目で整理し、各要因に関する県民の主観的満足度を
県民アンケートにより把握する（５段階評価により点数化）
。各要因の比重（ウェイト）
を、地域ごとに行う県民参加のワークショップの開催等により把握する。このように
して把握した要因ごとの主観的満足度とそのウェイトをそれぞれ乗じて合算すること
で、一人あたり県民幸福量を算出する。これを合算するなどにより、AKH を算出する。
図）AKH を構成する 4 つの分類と 12 の項目

（出典：くまもと幸福量研究会（2011）
）

ⅱ）
「笑いの数」による幸福度指標（SI: Smile Index）
幸福を示す象徴である“笑い”を活用し、より直感的に分かりやすく県民の幸福度
の変動を表す、AKH の補助的指標としてとして開発。為替レートにおける「ビッグマ
ック指数」をイメージ。
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幸福ウォッチャー調査員が、一定期間における“笑い”の数と“泣き（怒り）”の数
を計測し、
“笑いの数 −泣き（怒り）の数”を算出する。

②特色
・アンケート調査などをもとに計測した主観的指標のみで構成されている。
・「地域によって求める幸福の形は異なる」との認識の下、都市部や中山間地な
ど、特色ある地域ごとのワークショプの開催や指標把握を行うなど、地域の多
様性を重視した指標づくりを行っている。
・地域ワークショップでは、分類のウェイトなどについてグループ対話を行うな
ど、住民が指標づくりに主体的に参加する仕組みを重視している。
・「自然資源」が、
「誇りがある」の分類に属する項目の一つとして位置付けられ
ている。

図）AKH の集計プロセス

（出典：くまもと幸福量研究会（2011））

（５）関連文献


くまもと幸福量研究会 (2011), 『県民幸福量を測る指標についての意見書』, 熊
本県.
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３．荒川区：荒川区民総幸福度（GAH: Gross Arakawa Happiness）
（１）概要
東京都荒川区では、2004 年 11 月に“区政は区民を幸せにするシステムである”との区
政の事業領域を掲げたことを端緒とし、2007 年 3 月に“幸福実感都市あらかわ”の実現
を根本目的とする「荒川区基本構想」
「荒川区基本計画」を策定した。また、区民の幸福
度の指標化の検討のため、2005 年 11 月に荒川区民総幸福度（GAH）に関するプロジェク
トチームを設置、さらに 2010 年 10 月以降は、荒川区自治総合研究所が中心となって検
討を進めている。

（２）基本情報

①開発主体
荒川区

②開発年
開発中

③計測対象・期間
荒川区が対象

（３）指標の目的


区民の本当の目的を幸福実感度増進と捉え、経済性増進を否定しないものの、よ
りトータルな究極の意志を「幸福実感」に捉え直し、その基礎の上に立って行政
サービスを根本から組み立て直すこと。



中央集権的上からの行政の関わり方から地方分権ないし地方主権ともいうべき、
住民目線に立った行政の在り方への問題提起を行うこと。

（４）GAH の２つの側面
①指標化の側面


GAH を、区民の幸福度の向上に寄与するような政策形成や行政評価に活用す
る。



指標作成の際には、１）基礎自治体ならではの、荒川区らしさを反映させた
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指標を作成すること、また、２）ヒアリングやアンケートを通じ、区民が積
極的に関与できる体制を構築することに留意。
②運動としての側面


GAH を基点として、荒川区に関係のある人や団体などが一緒に荒川区をよく
していく運動につなげる。



具体的には、１）職員が区民の幸福について真剣に考えることで、職員の意
識改革を図る、２）行政だけでなく、区民一人ひとりが地域をよくしていく
運動として捉え、関係する全ての個人・団体・行政の協働を促進するという
２つの側面がある。

（５）指標の内容
 「荒川区基本構想」の中で示した、「生涯健康都市」「子育て教育都市」「産業革
新都市」「環境先進都市」「文化創造都市」「安全安心都市」の6つの都市像を柱
に、指標の体系を構成。
 ただし、全ての都市像の指標化を同時に進めていくことは困難であるため、先行し
て、「生涯健康都市」の項目に含まれる「健康」の幸福度指標と、「子育て教育都
市」の項目に含まれる「子育て・保育」の幸福度指標の作成を行った。

図）幸福実感都市あらかわの体系図

(出典: 荒川区自治総合研究所 (2011))
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表）健康指標案
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表）子育て・保育指標案

（６）関連文献


東京都荒川区, 区長コラム「窓」.



荒川区自治総合研究所 (2011), 『荒川区民総幸福度（GAH）に関する研究プロジ
ェクト中間報告書』, 公益財団法人荒川区自治総合研究所（RILAC）.
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４．新潟市：市民の幸福度（NPH：Net Personal Happiness）
（１）概要
2007 年に政策形成能力向上と戦略的都市経営の推進を目指して設立された市長直属
の内部組織である新潟市都市政策研究所が、都市構想「“田園環境都市”をめざして」
を取りまとめる過程で、市民の幸福の捉え方を検討する中で作成した指標。市民にとっ
てのハピネスとは何かを生活者の視点から洗い出し、その達成状況を測定・評価するた
め、市民の等身大のハピネスを NPH（Net Personal Happiness）と名付け、これを計測
することに重点を置いている（N には、新潟市の“N”という意味も含まれる）。

（２）基本情報

①開発主体
新潟市都市政策研究所

②開発年
2007 年

③計測対象・期間
新潟市が対象
（※同様に、岡山市と相模原市を除く政令指定年17 都市についても計測）

（３）指標の目的
既存の幸福度指標が国民や市民の生活実感と乖離し、有効な政策ツールとして十分活
用されてこなかったことを踏まえ、市民にとってのハピネスとは何かを生活者の視点か
ら洗い出し、その達成状況を測定・評価することを通じて、都市政策に活かすことを目
的とする。

（４）指標の内容
市民にとっての等身大のハッピネスである NPH とは、社会生活を営む「個々の市民の
視点（Personal）
」から見た「等身大（Net）
」の「生活充実度ないし人生充実度（Happiness）
」
を意味する。より具体的には、個々の市民の等身大の視点に立ち、それぞれが社会にお
いて置かれている状況にあわせて生活の充実度を捉えようとするものである。すなわち、
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人が誕生し、社会と関わり合う中で直面する、入学・進学・就職・結婚・出産・育児・
退職・老後・死亡といった一連のライフステージの中で、次のような状態が満たされる
ことである。
①子どもたちが、閉じこもったり非行に走ったりせずに、健やかに育つ
②安心・安全な地域社会の中で、温かい家庭を築き、子どもを産み育てる
③やりがいのある就業の場を得て、経済的にゆとりある生活を送る
④仕事以外にも社会とのつながりを持ち、連帯して助け合いながら、友情や信頼を育む
⑤高齢になっても、孤独を感じることなく、健康に、あるいは人間らしく、長生きする
NPH 指標では、これら５つの評価軸について、それぞれの必要条件を抽出し、合計 30
の指標を構成している。具体的には以下の表の通り。

表）NPH の５つの評価軸と３０の指標 (出典：千田・玉村(2011))

（５）関連文献


千田俊樹編纂・玉村雅敏・上山信一監修 (2012), 『住民幸福度に基づく都市の実
力評価―GDP 志向型モデルから市民の等身大ハッピネス(NPH)へ』, 時事通信出
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版局.


千田俊樹・玉村雅敏 (2011), 市民の幸福度（NPH: Net Personal Happiness）評
価に基づく、生活者起点の公共経営, 『地方行政』10139 号, 10141 号, 10144 号,
時事通信社.
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５．兵庫県：兵庫県版 GPI (真の進歩指標)
（１）概要
GPI（Genuine Progress Indicator）は、ISEWを継承する形で、非営利のシンクタンク
Redefining Progressによって1995年から毎年公表されている指標である。兵庫県では、
GPIを地域の豊かさを示す新たな指標として位置付け、兵庫県版として改良を加え、経
済・社会・環境の３つの側面の持続可能性を考慮して兵庫県における福祉の計測を行っ
ている。

（２）基本情報

①開発主体
兵庫県

②開発年
2010 年

③計測対象・期間
兵庫県が対象。計測期間は平成２年〜平成2１年。

（３）指標の目的
生活の豊かさや持続可能性を正確に測定できないという GDP の限界を踏まえ、経済的
豊かさと社会的・環境的豊かさを関連づけることにより、地域の総合的な豊かさを計測
する。

（４）推計方法
１. ＧＤＰの「消費支出額」を基本に次の調整をおこなう。
①所得不平等による調整（所得分配指数でウェイト付け）
②市場価値に反映されないプラス要因の追加
・家庭の家事・育児労働、地域のボランティア活動など
・政府の社会資本ストックからのサービスの便益
③市場価値に反映されないマイナス要因の減額
・維持的支出・福祉を増進しない消費支出の控除
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人的・社会的資本（ソーシャル・キャピタル）のサービスの喪失の費用
失業・不完全就業・過剰労働の費用、犯罪の費用、家庭崩壊の費用（離婚と自殺）
・自然資本のサービス（資源、汚染吸収及び生態的機能）の喪失費用
農地・森林（木材）資源・湿地の喪失費用、大気汚染・水質汚濁の費用
長期の環境破壊の費用（気候変動とオゾン層破壊）
２. 持続可能な消費のための資産(資本)の増加を加算(減少を減額)する。
①純資本成長
②対外貸付（借款）の増加（対外資産または負債ストックの増加）
③自然資本ストックの減少
④人的・社会的資本の減少

（５）指標の内容
ＧＤＰの消費支出額を基本に、「経済」「社会」「環境」の３つの側面の持続可能性
を考慮し、さまざまな要素を加算・減算して算出する。具体的には、経済指標（個人消
費、社会資本ストック（政府）サービス、純資本投資、純対外借款・貸付）、社会指標
（犯罪費用、家庭崩壊費用、失業費用、過重労働費用、不完全就業費用、通勤費用、環
境汚染除去費用（家計）、自動車事故費用）、環境指標（水質汚染費用、大気汚染費用、
騒音費用、湿地喪失、農地喪失、再生不能資源枯渇、長期環境破壊、オゾン破壊費用、
原始林損失）などの個別指標によって構成されている。
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表）兵庫県版 GPI 構成要素と推計方法 (出典：兵庫県(2010))

（６）関連文献


兵庫県(2011), 『21 世紀兵庫長期ビジョン -2040 年への協働戦略』, 兵庫県.



兵庫県地域の豊かさ指標研究会・兵庫県立大学経済学部・兵庫県企画県民部政策
室 (2010), 『兵庫県 GPI（真の進捗指標）の概要』, 兵庫県.
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６．JFS サステナビリティ INDEX (JFS Sustainability Vision and Indicators)
（１）概要
JFS サステナビリティ INDEX は、
非営利団体 ジャパン・フォー・サステナビリティ
（JFS）
が作成した持続可能性指標。JFS では、指標作成の前段階として、
「持続可能な環境」
「持
続可能な経済」
「持続可能な社会」
「個人の豊かさ、生活の質」の４つの基軸の下、JFS が
考える 2050 年の持続可能な日本のビジョンを策定した。サステナビリティ INDEX は、こ
の 4 つの基軸ごとに５つずつ、計 20 のヘッドライン指標を選別し、ビジョンの実現に向
けた進捗度合いを可視化・定量化したもの。試算の結果、2050 年を目標値（100 点満点）
として、2005 年現在の数値は 33.5 点、1990 年の 41.3 点であり、日本の持続可能性は対
90 年比で約 19％後退していることが明らかになった。

（２）基本情報

①開発主体
ジャパン・フォー・サステナビリティ（JFS）

②開発年
2007 年

③計測対象・期間
日本が対象。計測年は 1990 年と 2005 年の２回。

（３）指標の目的
持続可能な日本のあるべき姿を可視化し、定量化することで、多くの人に「気づき」
を促す。そのことを一つの足がかりとして、多様な人が「持続可能な日本の全体像」に
対して目を向け、専門家も含めセクターの垣根を越えた議論が活性化し、より高度で精
密な全体像が描かれることを求める。
特に、日本では環境に対する多様な取り組みが、さまざまなプレーヤーによって活発
に行われ、世界的に見ても高い水準にある一方で、地球温暖化をはじめ、環境破壊や汚
染は地球規模で着実に進行しており、それらを止める所までには至っていない。そこで、
以下の二つの問題を解明する。


各企業や行政、自治体、市民、NGO などの個別の努力や成果が、日本全体でどの
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程度のパフォーマンスにつながっているのか。


その結果、「日本の持続可能性」は前の年よりも進んだのか、後退したのか。持
続可能な国に一歩でも近づいたのか、遠ざかったのか。

（４）指標の内容
JFS では、持続可能性を「人類が他の生命をも含めた多様性を尊重しながら、地球環境
の容量の中で、いのち、自然、くらし、文化を次の世代に受け渡し、よりよい社会の建
設に意志を持ってつながり、地域間・世代間をまたがる最大多数の最大幸福を希求する
こと」と定義し、これを以下の 4 つの基軸に分類した。
１） 環境： 地球環境、自然環境、地域環境を幅広く包含し、資源容量や生物多様性の
概念を内包する。持続可能性の基層概念。
２） 経済： 物やサービスを提供することにより、人々のくらしや生活を豊かにし、ゆ
とりをもたらすもの。人間の経済活動全般。
３） 社会： 人間の社会活動、政府、学校、コミュニティなど、人間生活の集合体。
４） 個人： 個人の自己実現、幸福の追求、社会参加、生活の質向上など

図）プロジェクトの全体像 (出典: JFS ウェブサイトより)
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その上で、JFS は、先述の持続可能性の定義と４基軸とを組み合せ、さらに、日本固有
の事情を考慮しながら、2005 年に、2050 年における「持続可能な日本のビジョン」を策
定した。このビジョンに描かれた社会の実現に向け、その進捗状況の定量的・客観的な
測定を可能にする指標として、４基軸に関連する基礎的なデータ約 200 を収集し、さら
にその中から、各５つずつ 計 20 のヘッドライン指標を選別した。

表）JFS による持続可能性フレームワークと 20 の指標
(出典：2005 年 6 月 8 日記者会見資料)

（５）関連文献


ジャパン・フォー・サステナビリティ (2007), 『持続可能な日本の社会を考える
〜JFS 持続可能性指標 第１〜２期プロジェクト報告』, ジャパン・フォー・サス
テナビリティ（JFS）.
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７．Happy Planet Index

(HPI)

（１）概要
Happy Planet Index（HPI）は、2006 年にイギリスに拠点を置く非営利団体 nef(the new
economics foundation)によって開発された、持続可能性と幸福度を組み合わせたユニー
クな指標であるすなわち、HPI は、各国がそれぞれの幸福のレベルを達するにあたっての
生態学的な効率（ecological efficiency）を測る。これまで、2006 年に世界 178 カ国を
対象とした第一回報告書、2007 年にヨーロッパ諸国のみを対象とした報告書、2009 年に
再び世界各国についての第二回報告書を公表しており、本年中にも第三回報告書を発表
する予定である。

（２）基本情報

①開発主体
nef(the new economics foundation)

②開発年
2006 年

③計測対象・期間
世界各国が対象。計測期間は 1960 年〜2005 年（2009 年報告書）
（報告書自体は、2006 年、2009 年、2012 年に公表）

（３）指標の目的
人々の現在の幸福と環境への影響について、簡潔かつ明確な主要指標を提供すること
で、現在の幸福を最大化すると同時に、それが環境を通じて次世代に与える悪影響を最
小化する。

（４）指標の内容
HPI の推計式は、単純化すれば以下の通りである。

Happy Planet Index (HPI) ≈

Happy Life Years
Ecological Footprint
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分子は、オランダの社会学者 Ruut Veenhoven 氏によって開発された健康と幸福の経験
を測る“幸福の年数”である。具体的には、生活満足度（Life Satisfaction）と平均寿
命を掛け合わせることで求められる。分母はエコロジカル・フットプリントを利用する。
このようにして計測された HPI は、現在世代の幸福な人生がどの程度の生態学的な負荷
の下で実現しているか、言い換えれば、現在世代の幸福が環境という観点から見た場合
にどの程度効率的か、を示している。
2009 年の推計からは、主に以下のような結果が得られた。
・

HPI が最も高かった国はコスタリカ（100 点中 76.1）であった。コスタリカに次
ぐ 10 カ国のうち、１カ国を除く全てがラテンアメリカ諸国であった。

・

HPI が最も低かった 10 カ国は全てサハラ砂漠以南のアフリカであった。

・

先進国の多くは中間の順位であった。西側諸国で最も HPI が高かったのは、オラ
ンダ（143 カ国中 43 位）であった。イギリスは、ドイツ、イタリア、フランス
よりも順位が低い 74 位であった。

・

ドミニカ共和国、ジャマイカ、キューバ、フィリピンなどの島嶼国の点数が高か
った。

・

1990 年から 2005 年の間で、大部分の国が HPI を僅かに上昇させたが、中国、イ
ンド、アメリカの３大国では HPI が低下した。

（５）関連文献


new economic foundation (2009), The Happy Planet Index 2.0: Why good lives

don’t have to cost the Earth, London: new economic foundation.
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