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健康・教育・経済を考慮した製品ライフサイクル社会影響評価手法の開発
Development a Methodology of LC Social Impact Assessment
including the aspects of Health, Education and Economy
Sustainability become one of the most key issues in this century, many of companies seek
for the establishment of sustainable management. The development of the methodologies
and indices for the evaluation of companies social performance has been paid attention.
However the existing methodologies have several problems, because most of the social index
are used for the assessment of each nation. To promote corporate social responsibility, the
development of social impact assessment method for each product and service.
This study aimed at the development of social impact assessment method for product life
cycle. HDI(Human Development Index), proposed by UNDP has adopted as social index
in this study. This index includes human health, education and economy as fundamental
elements for human development.
Inventory items are carbon dioxide, water and added value. This study developed models
which relate these above items with social impacts. The output of this study is a list of social
impact factor. Social impact factors are prepared for each country and each inventory item.
Electricity was chosen for a case study to confirm the feasibility of this study. The result of
SLCA revealed that positive and the negative social impacts to each region can be evaluated.
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１．序

論

サステナビリティの概念が提案されてから久しい。既に100を超える概念が提示されたが、その
中で最も知られるのが、プルントラント委員会の中で定義されたものである。ここでは、
「将来世代
のニーズを損なうことなく現在の世代のニーズを満たす開発」を持続可能な開発として定義した。
サステナビリティ社会を実現するには、政策や企業経営を継続的に改善していくための指針とな
るべき指標が必要になる。サステナビリティの概念を満足する評価手法体系については、様々な分
野において試みられてきた。これらはいずれも環境や経済、福祉といったさまざまな社会側面を包
括的にとらえることを目的としており、一定の限界はあるものの、広く社会に浸透しつつある。持続
可能社会の実現には、政府や国際機関によるトップダウン的な意思決定が重要であるが、一方で消
費者や企業などによるボトムアップ的な活動を推進することも同等以上に重要である。しかし、これ
まで提案された指標は、いずれも世界や国を対象としたものであり、製品や企業を対象とした評価
に利用されていないのが現状である。
サステナビリティの概念を定量的に示す指標の開発に向けた検討の多くは、経済学、生態学、
社会学などで行われてきた。これらは指標が意味する内容のほか、範囲、評価対象、利用性など
様々な部分で特徴が異なっており、合意が得られにくい状況下にある。
LCA(ライフサイクルアセスメント)は製品の環境影響を評価する手法として定着しつつあるが、環
境以外の経済や社会を対象とした評価手法開発に向けた検討が欧州を中心に活発になっている。
欧州SETAC(環境毒物化学会)では、LCM(ライフサイクルマネジメント)の一環としてLCC(ライフサイ
クルコスティング)やSocial LCAに関する研究発表が増加している。LCCは作業部会を通じてCode
of Practiceが発行される見通しであり、今後はSocial LCAの枠組構築に向けた議論が始まるものと
思われる。
２．サステナビリティ指標
これまで提案されたサステナビリティ指標は、表示形式からカテゴリごとに分類したもの(ヘッドラ
イン型)と単一指標(統合型)に分かれる。

表１

主なサステナビリティ評価指標とその分類

OECD Factbook、WDI (World bank)、CSD
(United Nations)、GRI guidelines
Ecological Footprint、Total Material Requirement、
Factor4/10
NNW/ SEEA/ ISEW/ GPI
HDI/HPI/GDI/GEM(UNDP)、HSM
CSD: NNW: SEEA: ISEW: GPI: , HDI: HPI: GDI: GEM: HSM
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これらの中で社会的側面を考慮した統合型指標としては、国連人間開発計画が開発した人間開
発指数（HDI）
と米国の「Redefining Progress」
（通称RP）
が開発した真の進歩指標（GPI）
があげら
れる。
HDIは
「長寿で健康な生活」、
「教育」
及び「人間らしい生活水準」の3つの側面を網羅した各国人間
開発の状況を表す指標である。それぞれの指標に用いられるものは、出生時平均余命、成人識字
率・総就学率及び一人当たりGDP（購買力平価ベース）
である。HDIは複雑な人間開発側面を「教育」
、
「健康」、
「生活水準」
の3つの側面に集約したことが大きな特徴である。
GPIはGDPをベースとし、社会や環境側面に与える影響を金額評価したうえで、これらをGDPに
足したり、控除したりすることで調整し、国の本当の豊かさを計るものである。すでに多くの国にお
いて試算されているが、評価範囲やデータ収集基準などの違いから、国同士の比較は難しい。
このように国を対象とした評価は、すでに複数の統合的な社会指標が開発されているが、製品レ
ベルには合意のある社会影響評価手法はまだ存在しない。
３．LCA分野における社会影響評価
製品の環境側面および経済側面を対象とした評価では、LCAとLCCの実施手順が国際規格化さ
れ、社会に定着しつつある。一方、UNEP Life cycle initiativeは、製品の持続可能性を考える上で、
製品の経済、環境側面の評価手法に続いて、社会への影響を評価する手法としてSocial-LCA(以下
SLCA)開発の重要性を指摘した。それを受けて、SLCAの手法論に関する研究が近年多く発表され
た。主な評価研究を表2にまとめる。

表2

既存研究の評価方法と特徴

Weidema（2006）は、労働者の人権侵害や労働環境側面のインベントリデータを収集し、これら
データを被害件数や、深刻さ、被害期間などの情報を用いてQALY（Quality Adjusted Life Years）、
すなわち生活の質を考慮した生存年数で評価することを提案した。Hunkeler (2006)は、製品製造
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の労働時間から収入を計算し、これを労働者の生活水準に与える正の影響として評価する手法を
開発した。しかし、これらの提案は、社会側面のデータが未整備である中、インベントリデータの
収集が困難であり、実用性が十分でないという課題が残されている。Norris(2006)は、製品製造に
よって創出された経済利益が、間接的に国の平均寿命に与える影響を評価する手法を提案した。製
品の付加価値をインベントリデータとするため、データ収集が簡単であること、LCAで汎用的に利用
される余命を尺度としたことが長所である。一方、健康側面（平均寿命）しか評価しないほか、正の
影響しか評価しないといった問題点が挙げられる。
４．研究目的
持続可能性が希求される中、地球と社会の持続性に貢献するサステナビリティ経営に移行する企
業が増えている。環境の評価には、LCAやEPE(環境パフォーマンス評価)などが環境マネジメントシ
ステムを構築するための手法として既に普及の段階に移っている。しかし、サステナビリティ経営で
は、環境と同等以上に社会性が重視されており、既存の環境評価手法のみでは社会的要請に対応
できない。製品や企業活動を対象とした社会影響の評価を適切に行うことができる手法開発が求
められている。
本研究では、製品ライフサイクルや企業における社会的パフォーマンスを定量的に表現し、かつ、
関係者の間でのコミュニケーションを促進する評価手法の開発を目的とする。特に、利用者は手法
開発者ではなく、製品設計者等であることを想定し、利用性および汎用性に富む指標や手法の開
発に重点を置くこととした。そこで、本研究ではUNDPが提案したHDIを評価指標として採用した。
HDIは国を評 価対 象としており、製品の評 価指標として意図されていない。そこで、本 研究では
CO2などの環境負荷データや付加価値などの経済指標をLCAでいうインベントリデータとして想定し、
これらの変化に伴うHDIの増減を製品等の社会影響として捉えることとした。ここでは、インベント
リからHDIの構成要素(健康、教育、経済)までの関連付けをそれぞれ実施した上で、これらを統合
することで社会影響評価のための係数を算定した。また、発電事業に本研究の成果を適用するこ
とでSLCAへの利用可能性を検証した。
５．研究方法
５−１．社会影響評価手法の枠組
図1には本評価手法の枠組みを示す。製品のライフサイクルを通じて得られる付加価値や環境負
荷の増大により社会に及ぼす正と負の影響の双方を評価する手法を開発した。
正の社会影響では、付加価値から健康、教育、生活水準の各側面までの関連付けをモデル化す
ることによって、付加価値増加によるこれら3つの社会側面に与える影響を評価した。
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図１

本研究における SLCA 手法の概念図

負の社会影響評価は、UNDPが人間開発に最も影響を与える社会問題として取り上げた水問題と
気候変動を扱うこととした。水消費量とCO2 排出量を製品のインベントリデータとし、健康被害と生
活水準低下までを関係づけるモデルを構築することで、製品ライフサイクルの水消費及びCO2 排出に
よる健康と生活水準側面への負の影響を評価可能にした。
教育、健康と生活水準3つの社会側面の影響は、HDIを用いて単一指標化した。
本評価手法では、国別に三つの社会影響評価用係数リスト（付加価値係数、水係数、CO2係数）
を構築した。これらの係数に製品のインベントリを乗じると製品の社会影響（HDI）が求められる。
社会影響評価の計算式を式
（1）に示す。
SI=ΣΣΣ(SIF i,c,s × Inv i,c,s)
i

c

(1)

s

ただし、SI: social impact、i : Added Value, Water, CO2のいずれか、c: 国、s: インベントリ物質、
SIF: 社会影響指数、Inv:インベントリ
本 研 究では、 汎 用的にSLCAに利用できるSIFを開 発 することを目的としており、 企 業などの
SLCA実施者がインベントリを収集し、本研究成果を活用したSLCA実施の支援をすることを想定し
ている。
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５−２．社会影響評価係数の算定方法
本節では、インベントリ項目(付加価値、水、CO2)ごとにSIFの算定方法を示した。
は、各国の一人当たりGDPが1単位増加によるHDIの変化量を表す。一人
付加価値係数（SIFAV）
当たりGDPから、HDIが構成する健康、教育と生活水準3つ側面までの関連付けを行った後、3つの
側面を重みづけ(1/3を乗じる)ることで単一指標化した。計算に用いる各国の統計データは人間開発
報告書から得た。
水係数（SIFwater）は、各国一人当たりの水消費量の増加に伴うHDIの減少分を表す。水の消費
が淡水資源量の減少に寄与する。この変化は農業用水と生活用水の供給量に影響する。農業用水
の減少は、食料生産や栄養不足率が増加に寄与し、その結果、平均寿命が減少する。これらの変
化をモデル化した後、評価結果をHDIに変換する。生活用水の減少は安全な水へのアクセス率を低
下させる。この変化が平均寿命の減少に寄与する。この関係をHDIで示す。生活用水と農業用水
二通りの関連付けをそれぞれ行い、得られた結果を合計して水係数とする。各国の水使用量と食料
生産量はFAOのオンラインデータベースから得た。
CO2係数(SIF CO2)は、CO2 1単位排出したときに起きる世界各国のHDI損失量の合計を表してい
る。CO2 排出による各国の温暖化被害
（健康被害と社会資産損失）を算定する。次に健康被害
（余命
損失）
および社会資産損失
（金額）をHDIに変換することで、温暖化に伴うHDIの損失が算出される。
CO2 排出による健康被害と社会資産損失はLIMEの被害係数を利用した。
６．評価結果
本研究で算定した付加価値及び水の係数リストを図2に、CO2の係数リストを図3に示す。いずれ
もHDI順位の高い国から順に(左側が先進国)、社会影響係数を示した。

図2

付加価値係数リストと水係数リスト
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図3

CO 2 係数とその内訳

付加価値係数(SIFAV )は、各国の経済状況を強く反映しており、途上国のほうが先進国より二桁
程度大きかった。GDPが増加したときの平均寿命や総就学率、識字率の増分が途上国のほうが先
進国より大きいことを示す。水係数(SIF Water)は国の経済状況よりもむしろ、中東地域など水資源
量が少ない国の係数が高いことがわかる。一方、ベトナムなど東南アジアの途上国は水資源が比較
的豊富であり、水係数は低かった。
地球温暖化による社会影響は国によって異なるが、総影響量は排出国によらず一定である。ここ
では、CO2の追加排出によって各国の健康被害と社会資産減によるHDI損失を求め、これらの合計
をCO2係数とした。世界各国の損失の合計値は7.19×10−15 HDIと算定された。また、その内訳を
みると、社会資産損失と健康被害によるHDIの損失は両方とも途上国、特にアフリカ各国が先進国
より約2桁大きい結果となった。地球温暖化による影響は先進国より途上国のほうが深刻であること
を意味する。
７．事例研究
日本の発電事業（特に火力発電）は、海外の化石燃料の輸入に依存しているため、日本における
電力消費は自国だけではなく、世界各国に影響を及ぼす。資源採掘と発電を通じて、各国の付加
価値増加に寄与する一方、水消費やCO2 排出による環境影響を発生する。
そこで、本事例研究では、日本の火力発電により誘発される経済成長と環境被害が各国に与える
社会影響を、本研究で開発した社会影響評価手法で評価し、どのプロセスの社会影響が大きいか、
そして、どの地域に与える影響が大きいかを明らかにすることを目的とした。
ここでは、発電に必要な化石燃料の海外採掘と日本での発電プロセスを調査範囲とし、化石燃
料の海上輸送は含めないこととした。付加価値データについては、発電段階は日本2000年産業連
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関表から、資源採掘時は石炭、石油、LNGの輸入金額とし、各輸入国の割合は貿易統計データを
参考した。水消費量については、発電時は米国電力研究所（EPRI）
より、資源採掘時はecoinvent
（2000）
の値を引用した。
データベースから収集した。CO2 排出量は本藤
日本火力発電1kWhの付加価値、水消費量とCO2 排出量を図４に示す。

図4

日本火力発電のインベントリ分析結果

発電による付加価値の増加は日本が最も大きい。水消費については、発電時は日本での水消費
量が大きいが、資源採掘時はオーストラリアと中東での水消費が大きかった。CO2 排出は発電時に
集中するため、殆どが日本からの排出となった。上記国別のインベントリデータを各国人口で割った
上、本研究で開発された係数と乗じることで、日本火力発電1kWhの社会影響を算定した。その結
果を図５に示す。

図5

火力発電 1kwh の社会影響評価結果

付加価値の増加による正の影響、水の消費とCO2 排出による負の影響があるが、合計では正の
影響の大きかった。付加価値の増加による影響は発電を行う日本よりもむしろ、石油や天然ガスを
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供給する中東やアジア諸国への影響のほうが大きかった。これは、資源採掘による途上国に与える
社会影響が相対的に大きいことを示す。一方で、中東各国における水資源消費による影響、オセア
ニアやアフリカへの温暖化影響を誘発していることがわかった。資源採掘に伴う水消費は中東とア
ジアのいずれも大きく、特に水資源量が十分でない中東地域では水資源の消費に伴う社会影響が大
きかった。
全球レベルでは正の影響が大きかったが、地域ごとにみると総合的に見て負の影響の方が大きい
地域もみられた。温暖化による健康被害が大きいアフリカと、海面上昇による土地損失の影響が大
きいオセアニアは、総合的に負の影響の方が大きかった。
LCAは環境影響の評価であるため、その結果は一般に負の影響として得られる。社会影響を考
慮した本研究の成果を利用することで、人間活動がもたらす正の影響をあわせて評価することがで
きた。本評価手法の特徴は、経済成長と環境負荷がそれぞれ社会に与える影響がHDIという尺度
で測れることにある。途上国は先進国より付加価値係数が高いことから、貧困を軽減することが途
上国の社会水準を向上するのに有効であるといえる。しかし、水資源の少ない中東諸国においては、
経済成長と同等以上に、水資源の保護や水消費の少ない資源採掘技術などの導入を目指すことが
HDIの向上に寄与するものと考えられた。また、温暖化による影響はアフリカやオセアニアで大きく
発生する傾向がある。このような地域間不公平をどのように解消するかが、今後の課題となろう。こ
れらの考察をインベントリ分析から得ることは困難であり、本研究の成果を活用することで、より地
球規模の社会影響を包括的にとらえることが可能になったといえる。
８.

結

論

本 研究では、健 康、教育、経済それぞれの社会 影 響を定 量的に評 価するための指標として、
UNDPが提案した人間開発指数（HDI）を評価指標として採用し、製品ライフサイクルもしくは企業
活動を対象とした評価を行うための手法を開発した。
人間開発報告書などより得た統計データを基礎として、一人当たりGDPの増加から保険支出、出
生時平均余命との定量的関係付けを経てHDIの増分を算定した。このような検討を健康のほか、
教育、経済それぞれについて実施し、これらを統合することでHDI全体の変化を求めた。これを社
会影響評価係数とすることで、インベントリとの積和により社会影響を簡便に求めることができる
SLCA手法を構築することができた。
さらに、開発した社会影響指数を日本火力発電の評価に適用し、その有用性を検証することが
できた。これにより、製品ライフサイクルを通じて発生する正と負の社会影響を定量的、かつ、客
観的に表現することができる手法体系の礎を築くことができた。
ただし、本研究で開発した係数は不確実性を有しており、精度向上のためのさらなるデータ収集
が必要である。また、各国の文化や政治、宗教を反映したものではなく、幸福度を示したものでは
ない。さらに、教育、健康、経済の重みはHDIと同じく等価としていることなど、さまざまな限界が
あることを指摘しておく。
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