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町野　和夫

はじめに

　昨年度の本年報論文（町野，2013）では，過去
の日本の福祉水準（社会的厚生）を測る指標開発
の歴史やその理論的背景を検討し，大掛かりな指
標開発ではなく，より簡便に北海道の地域の多元
的な豊かさを測定・評価できる指標作成の方法を
研究した。それに基づいて「豊かさ指標」を試作
し，その応用可能性と課題を検討した。試作は，
まず北海道庁が長期計画策定のために行った「道
民ニーズ調査」（2006）の中の人々の生活におけ
る様々な側面についての満足度アンケート調査を
基に行った。その後，アンケート項目を見直した
上で，昨年 2 月から 3 月にかけて 1 回，11 月か
ら 12 月にかけて 1 回の 2 度にわたって，それぞ
れ道内の 2 地域で「豊かさ指標開発予備調査」と
いう小規模のアンケート調査を行った。2013 年 2，
3 月の調査ではオホーツク圏と札幌圏，11, 12 月
の調査では上川圏と札幌圏について各地域それぞ
れ 100 部ずつのアンケートを行った。こうしたそ
の後の追加的調査を行う中で，試作した指標の問
題点も発見できた。
　本稿では，まずこれまでの筆者の「豊かさ指標」
に関する研究の経緯を説明し，次に 2 回の「予備
調査」での指標作成過程で明らかになった問題点
を整理し，改善した新たな指標を提示する。最後
に，これらの指標を実際の政策にどのように活か

せるかを理論的に検討し，今後の具体的応用への
課題を明らかにする。

1. これまでの指標の試作経緯と問題点

まず，「道民ニーズ調査」をベースにした町野
（2013）における全道の地域別指標作成について，
当初想定した手順を簡単に紹介する。

i. 地域別に「道民ニーズ調査」の重要度が高
い質問項目それぞれに対応する客観指標を
選択する。なお，道央圏（石狩，後志，空
知，胆振，日高の各支庁），道南圏（渡島，
檜山の各支庁），道北圏（上川，留萌，宗
谷の各支庁），オホーツク圏（網走支庁），
十勝圏（十勝支庁），釧路・根室圏（釧路，
根室の各支庁）の六つの生活経済圏を「地
域」とする。

ii. i のそれぞれの指標ごとに道内全市町村の
偏差値を求める。

iii. ii で作成した指標別市町村別の総合指標を
人口比で加重平均して質問項目別「地域」
別の総合指標を作成する。

iv. 質問項目別「地域」別の重要度をウェイ
トとして iii の指標を加重平均して地域別の
総合指標を作成する。

　しかし，実際には市町村レベルで個々の質問に
対応付けられる客観的統計データは少ない。使え

【要　約】本稿では昨年度の本年報の論文（町野，2013）で提示した北海道の「豊かさ指標」開発のその後の研
究の経緯を紹介し，その過程で明らかになった問題点を分析して作成手法を見直し，新たな指標を作成した。さ
らに，この指標を政策に活用するための課題ついて，指標の持つ理論的意味を再確認することによって考察する。

【キーワード】幸福度，社会的厚生

新たな「豊かさ指標」作成の試み－予備調査からの考察－
　＜研究論文＞
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たのは「豊かさ指標」を合成するのに使った 10
個の個別指標の内，「納税義務者当り課税所得」，

「人口 1 万人当り医師数」，「完全失業率」の 3 個
のみであった。他の項目については客観的指標で
はなく，「道民ニーズ調査」の各質問項目に対す
る満足度で代用した。これは，その質問に対する
回答者の直接的な主観的評価であるので，客観的
指標のように質問項目に対する適合性を議論する
必要はない。しかし，町野（2013）で議論したよ
うに，主観的な満足度は客観的状況が同じでも変
化するので，指標としての信頼性に問題があると
いう言い方もできる。この問題については 3 節で
改めて議論する。また，満足度を使う場合はアン
ケートを圏域ごとに集計してあったので，上記 ii
と iii の過程は不要になる。

　2013 年の 2 回，4 地域（2 回とも札幌圏を含む
が札幌圏での対象は異なる）の予備調査では，町
野（2013）で紹介したような近年の幸福度に関す
る研究を基に，家族・友人関係，健康，に関する
質問項目を増やしてアンケートを行った。予備調
査と「道民ニーズ調査」の質問項目はそれぞれ付
表 1 と付表 2 の通りである。質問項目の見直しの
結果，表 1と表 2から分かるように，どの地域で
も家族や健康に関する質問が重要度で上位にラン
クされた 1）。これらの質問に対する満足度はいず
れの地域，年においても高いので，結果的に豊か
さ指標の上昇に貢献している。また，この 2 回の
アンケートでは， 0 から 10 の尺度で現在の幸福度
を尋ねるという，世界的によく使われている質問
も行った。４地域とも 6.91 から 7.27 という他の
国際的調査の日本の数値に比べて高い値となって
いる 2）。 

　ただし，この 2 回 4 地域の予備調査は，対象地
域だけでなく，対象者の抽出方法，母集団の性格
が異なるので比較には注意が必要である。まず，
1 回目のオホーツク調査ではオホーツク総合振興
局の協力を得て，振興局の担当者から，管内の市
町村の担当者に，人口比，を考慮し，また，年齢，
職業，男女比が偏らないように対象者を選んで配
布してもらった。市町村役場を通しての依頼とい
うことで，依頼方法から考えても，選ばれた対
象者を予想しても，各項目の満足度には高めの
バイアスがかかったことが予想される。1 回目の
札幌調査ではアンケートの送付・回収・データ入
力の実務を依頼した（有）インタラクション研究
所の各種アンケート調査のモニターへ配布しても
らった。モニターの参加者はボランティア活動や
NPO 活動への参加者が多いので，そうした項目
への重要度や満足度が高くなると予想され，満足
度も高めのバイアスがかかったと予想される。2
回目の上川調査でも上川総合振興局の協力を得た
点は 1 回目のオホーツク調査と同様であるが，各
市町村では住民基本台帳からランダムに選択して
もらった。この点で他の 3 つの予備調査に比べて
最も中立的である。実は大規模なランダム・サン
プルによるアンケート調査ができない最大の理由
は，住民基本台帳からランダムに選択するにはサ
ンプル数に比例した料金がかさむためである。地
方公共団体自身がサンプリングする場合は作業費
用を別にすれば費用が発生しないので，今回のよ
うな協力体制が得られれば，本格的な豊かさ指標
の作成の実現性は高まる。2 回目の札幌調査は，
市内のある連合町内会を通じて，主に二つの町内
会の関係者を中心に配布してもらった。このため，
表 3から明らかなように年齢がかなり高齢層に
偏っている。また，町内会活動に積極的な方々が
中心であり，満足度も高めのバイアスがかかった
と予想される。
　以上の 2 回 4 地域の予備調査から，主に二つの
問題点が明らかになった。一つは，指標作成に客
観的データを使うことの是非である。上述の指標
作成の手順からも明らかなように，当初は客観的
データである各種の公表統計を中心に作成する予

1）なお，1 回目の予備調査では，所得関連の客観指標を使
いたかったため，道民ニーズ調査で唯一所得関連の質問で
あった「老後に年金などの収入が十分確保されていること」
を外して「家計が安定していること」と入れ替えたが，老後
の経済問題の関心の高さに配慮して，2 回目の予備調査では

「高齢者が経済的に不安なく生活できること」の項目を追加
した。
2）例えば OECD (2011) の同様の調査によると日本は 6.0
で OECD 加盟国平均の約 6.5 を下回っている。因みに上位
２か国（デンマーク，カナダ）は 7.5 を上回り，それに北
欧など数か国が 7.25 前後で続く。
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定であった。これは，町野（2013）でも述べたよ
うに。主観的満足度が短期的には環境変化に敏感
に反応し，長期的には逆にあまり変化しないとい
う性質のためである。しかし，重要度の高い項目
に対応するような統計が少ないため，ほとんどの
項目で満足度という主観的データを使うことに
なった。町野（2013）で紹介したように，主観的
幸福度を政策判断に応用する例も増えており，主
観的データに基づくからといって，「豊かさ指標」
の意義が損なわれるわけではない。逆に問題は，
指標を構成する大半の項目が主観的データを使う
ようになっても，わざわざ少数の客観的データを
含める必要があるかということである 3）。  
　試みに「豊かさ指標」で，上述の三つの統計
データを満足度で置き換えたのが表 4の「豊かさ
指標 2006（満足度）」の列の値である。全体的に
数ポイント下がったのは，西部他（2013）でも指
摘したが，どの地域でも重要度が高く，かつ満足
度の低かった「老後に年金などの収入が十分確保
されていること」を代理する統計データとして，
当初の「豊かさ指標」では「納税義務者当り課税
所得」を使ったことである。所得関連デー
タを指標に組み入れることを前提としてい
たので，「道民ニーズ調査」の重要度の高い
項目の中で唯一所得に関する質問項目であ
る「老後に…」の代理変数として使ったが，
選択ミスであった。個別項目の代理指標の
選択ミスは，手法自体の問題ではないので，
その後の予備調査を使った指標の試作では
修正している 4）。  問題は客観的データと主
観的データの混在した指標の解釈の難しさ

であろう。整合性の観点から考えるとすべての個
別データを満足度とすれば問題はなくなる。
　「豊かさ指標」作成を構成する全ての個別項目
データを満足度にすることで，もう一つの問題点
も明確化した。全ての項目で満足度を使うことに
なれば，わざわざ偏差値を使って単位の異なる統
計間，あるいは統計データと満足度の基準化を行
う必要はない。表 4 の右端の列は偏差値の代わ
りに満足度の数値そのものを使って計算した値で
ある。この数値の地域別順位が満足度の偏差値を
使った隣の列の順位と異なるのは，満足度の偏差
値計算を地域ごとに行ったためである。つまり，
重要度の高い 10 個の項目の満足度が，その地域
の他の項目に比べて相対的に高くなれば，各項目
の満足度の偏差値が高いほどその地方の「豊かさ
指標」も高くなる。統計データに関しては北海道
の市町村全体での偏差値を使ったが，満足度に関
しては予備調査では地域ごとの性格の異なる標本
集団であったこともあり，地域別の偏差値を用い
た。これは一つの地域内の異時点間比較や，異な
る地域でも 2 時点での改善度合いを比較する場合

3）これは北海道大学経済学研究科地域経済経営ネットワー
ク研究センターの 2013 年度第１回研究会（町野，2014）
でも指摘され，その後の検討によってさらに明確になった。 4）前掲脚注 1 を参照。
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には使えるが，一時点での複数地域の比較には相
応しくない。多くの要因があるので，単純な比較
はできないが，全体的に満足度の平均値が高い地
域では，同じような項目が重要と考える別の地域
に比べて，総合指標の値は低めに出やすい。「道民
ニーズ調査」を使った指標や 1 回目の予備調査を
使った指標では，客観指標では道内全体での偏差
値を使い，満足度でも地域ごとの平均値や標準偏
差に大きな差が無かったため，この問題は顕在化
しなかった。しかし，第 2 回の予備調査では 2 地
域の満足度の平均値が大きく異なったためこの問
題が大きくクローズアップされた。表 5は，1 回目
予備調査と 2 回目予備調査のデータを使って，当
初の三つの統計データを含めた「豊かさ指標」（1
回目のみ），それと同じ手法で三つの統計データを
満足度に置き換えた「豊かさ指標（満足度）」，「満
足度加重平均」を比較したものである。1 回目の
予備調査では，元々両地域の全項目の満足度の平
均が同程度ということもあり，二つの「豊かさ指
標」の値も満足度の加重平均値も二地域の値は近
い。これに対して 2 回目の予備調査では，上川に
比べて札幌圏の満足度の総平均値が極めて高いの
に，「豊かさ指標（満足度）」では札幌が上川を下
回るという直観に合わない計算結果となっている。

2. 新「豊かさ指標」の提案

以上の分析から，「豊かさ指標」を構成する個別
項目の代理変数としては，その項目の実態を表し
ていない統計データを少し含めて，指標の計算を
複雑にし，地域間比較も難しくするよりは，主観
的データである満足度のみを使う方が，手法を簡
略でき，実感とも整合的で，地域間比較も可能に
なるので，メリットが大きい，ということが分かっ
た。ただし，現在使用している満足度は最大値 2，
最小値-2という正負の値が混在して「豊かさ指標」
としては分りにくい尺度になっている。これは当
初の「道民ニーズ調査」の結果を表示する際に，
満足（正の値）か不満（負の値）かが分かりやす
いように設定したためと思われる。しかし，新た
な「豊かさ指標」としては，直観的にわかりやす
い尺度として，最大値 0，最小値 10 という幸福
度の調査でよく使われる尺度を使用したい。これ
なら簡単な変換で可能である。道民ニーズ調査，
2 回の予備調査のデータを使って満足度の（重要
度による）加重平均値をこのスケールで転換した
新たな「豊かさ指標」を表 6，7に示す。
表 6 は 2 回，4 地域の予備調査を基にした新「豊
かさ指標」である。１回目についてはどの指標も
2 地域の数値に大きな差はないが，それでも旧「豊
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かさ指標」と直接尋ねた幸福度では，両地域の数
値の大小関係が逆になっている。新「豊かさ指標」
の両地域の大小関係は幸福度と同じである。2 回
目については，新旧の「豊かさ指標」の違いがもっ
と明確に表れている。2 地域の幸福度には大きな
差があるのに，旧「豊かさ指標」では指標値がほ
ぼ同じで大小関係も幸福度とは逆である。新「豊
かさ指標」では，幸福度と大小関係も同じで数
値も近い。なお，上述のようにこれらの調査はあ
くまでも指標づくりのための予備調査であり地域
間比較はできない。2 回目の上川を除く他の 3 地
域のサンプルは，高めの指標値が出るようなバイ
アスがかかっており，その地域を代表する指標で
はない。しかし，ほぼ中立的と思われる上川の調
査に基づく新「豊かさ指標」の値は 6.25 と上述
OECD 調査の日本の幸福度 6.0 に近い値でもあり，
上で述べた点も併せて旧指標より多くの点で優れ
た指標と言えよう。
　表7は2006年の道民ニーズ調査の満足度のデー
タを基に，新「豊かさ指標」を作成したものである。
既述のように，この調査は元々長期計画のための
行政ニーズを調べるのが目的の調査である。本研
究とは目的が異なり，質問項目としても家族・友
人関係，自分や家族の健康など，高い満足度が期
待できる項目がないため幸福度と比較するには無
理がある。当然ながら，上述 OECD 調査の日本
の値 6.0 に比べてもかなり低い値になっている。

3. 終わりに：政策への応用のための理論分析

　今後この新たな「豊かさ指標」の政策への応用
を考えるに当って，政策判断に使えるという経済
学的な理由を再確認しておきたい。町野（2013）
で概観したように，幸福，福祉，あるいは社会的
厚生が多様な要因から構成されることは，アリス
トテレスの時代から言われており，経済学でも社
会的厚生関数として研究され，アローの一般不可
能性定理により，社会の構成員すべてが同意する
ような社会的厚生関数は存在しないことも証明さ
れている。しかし，現実には常にどのような政策
的判断においても，社会的厚生を決定する多様な
要因間での優先順位をつけなくてはならない。
　社会的厚生を決定する要因が 個あるとして，
それぞれの量を  とする。また，
単位の異なる各要因の実績値を基準化したり外れ
値や極端な値の影響が小さくしたりする変換関数
を (・) とする。このとき，社会的厚生関数
の一般的形式は，

と 書 け る 5）。 た だ し， は 代 替 の 弾 力 性

を決めるパラメータである。
であれば単なる加重平均になるが，このことの意
味は，代替の弾力性 が無限大になり，各要因間
の（変換関数で変換後の）交換比率が，各要因の
どのような水準でも一定（つまり完全に代替的）
になるということである。これは厳密に言えば現
実的な仮定ではないが，ここでは簡単化のために

を仮定する。
　(1) 式を政策判断に使うとすると，まず要因間
の政策資源（予算やマンパワーなど）配分の優
先順位をつけることが考えられる。そのために
は，要因間の限界代替率を考えなければならな
い。(1) 式における限界代替率（Marginal Rate of 
Substitution: MRS）とは，ある一定の の水準
を維持しようとするとき，要因 の１単位を得る

5）(1) 式と (2) 式に関する説明は Decancq and Lugo (2013)
を参考にしている。
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ために要因 をどれだけ諦められるかであり，式
にすると次の通りである。

限界代替率は，(2) 式の右辺のように三つの要
素，要因の重みの比，変換関数の１次導関数の

比，変換関数の比の 乗に分けられる。第 3
要素の意味は， なら要因 が小さければ小
さいほど，要因 の１単位を得るために諦めなけ
ればならない要因 は多くなるということであ
る。これは希少性が高くなるほど補償額は高くな
るということであり，妥当な定式化である。し
かし，新「豊かさ指標」では で，しかも旧

「豊かさ指標」のような偏差値という変換関数を

使わなくなったので， である。従って，
ということになる。仮に要因

がある公共財（もしくは公共サービス）で，要因
が所得だとすると，その公共財を 1 単位増やす

ための費用（所得からその分税金として徴収される

と仮定する）が 以下であれば，その政策は
進めるべきだと評価される。しかし，新「豊かさ
指標」は各要因とも満足度で測られているので，

と比べて高いか低いかという判断は難し
い。これに対しては，質問項目別の満足度を被説
明変数として，それを関連する客観データに回帰
させてみることも一案である。「豊かさ指標」の
個別要因を代理する統計が見つけられなかった一
つの理由は，個別要因自体が，医療や教育や安全
など，一つの客観指標では代理できない総合的な
項目であったことである。客観的統計が見つかる
かどうかは別としても，具体的政策への応用には，
豊かさ指標を何らかの形でブレイクダウンするこ
とは必須であろう。
　 な お， 重 み を ど う 決 め る か に つ い て は，
Decancq and Lugo（2013）が，先行研究の広範
なサーベイを行っており，大きく，データに基づ
く決定，規範的な決定，両者のハイブリッド，の
三つに分類している。データに基づく決定とは，
主成分分析のような多変量解析など客観的な基準
に基づいて決定しようという方法である。これは，

町野（2013）でも見たように過去の日本の社会指
標づくりでも使われた方法であるが，機械的に選
ばれた各成分の解釈が難しく実用的ではない。規
範的な決定は，研究者や政策担当者あるいは複数
の専門家グループによる価値判断であり，その価
値判断に同意できるかどうかで評価は分かれる。
ハイブリッド型の二つの例は，自己申告の幸福度を
様々な幸福の次元を捉える変数で回帰するヘドニッ
ク法と本研究で使った重みの自己申告である 6）。重
みの自己申告は，その社会の構成員に直接重要性
を尋ねるので，個人の規範に基づいた判断ではあ
るが，多くの人々の意見の集約ということで，デー
タに基づく決定でもあるためハイブリッド型に分
類される。構成員自身が正しく認識していない可
能性や戦略的に回答する可能性はあるものの，今
回の調査のように，少なくとも戦略的回答の可能
性が小さい場合には望ましい方法である。
　最後に，第 1 節で言及した，幸福度の指標とし
ての信頼性の問題について現時点での見解を述べ
ておきたい。この問題は，幸福度が，何か大きな
事件があり一時的に幸福度が急上昇したり急低下
したりしても，ある程度の時間を経るとほぼ元の
水準に戻るという性質と，逆に，幸福度の質問へ
の回答は，その時々の，些細な良い出来事や悪い
出来事の影響を受ける，という性質に起因してい
る。しかし，このように説明できること自体，人
間に共通する心理的パターンとして予測可能であ
るということである。従って，こうした人々の心
理的パターンを織り込んだ政策立案を行うべきで
ある。人々の幸福度の変化は従来の経済学的発想
で考えると非合理な反応であるが，そうした「非
合理的」行動の中にパターンを探求するのは，行
動経済学の立場からは自然である 7）。幸福度の不
安定性を問題にするのではなく，不安定な幸福度
が実体であることを受け入れ，長期と短期の両方
に目を配った政策立案を行うべきであろう。しか
し，「豊かさ指標」をどのようなタイムスパンで

6）なお，ヘドニック法で使われる順序プロビット・モデ
ルを使った日本での実証研究の例として，辻（2010）がある。
7）幸福の経済学と行動経済学の補完関係については
Levinson(2013) 参照。
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政策立案に活かせるかという検討は，上述の個別
指標のブレイクダウンと並んで，この指標が実践
的な道具になるための主要課題である 8）。

付記：本稿は，平成 25 年度北海道開発協会研究助成に
よる「豊かさ指標開発と創造的地域産業政策の総合」
の成果の一部であり，また，JSPS 科研費（挑戦的萌芽
研究）23653049 の助成を受けたものです。
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