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シンポジウム論文 有限性を考慮した資源・環境評価に関する

工コ卜ピア社会評価手法開発

藤井 実*， t・林希一郎**・伊東英幸**

摘 要

我々が日々の生活や経済活動において利用する機能を得るために，どれだけの負荷を資

源や環境に与えているかを備隊的に評価する指標を提案した。消費という概念ではなく，

占有という概念で，地球上の，あるいは地域の物質，空間，労働，環境汚染物質の収容力

の各項目に与える影響を評価するものである。項目ごとに，占有量に占有する期間を乗じ，

それを全体の容量で除した占有率時間が，共通の単位を持つ指標となる。このような評価

体系を新たに設定することによって，持続可能な社会の構築に資する技術や制度を，適切

に評価することができると考えられる。

キーワード:エコトピア指標，持続可能性指標，有限性，効率， LCA 

1.はじめに

地球温暖化や資源枯渇の問題，自然環境や生物多

様性の破壊など，現代社会は多くの資源や環境に関

する問題に直面している。これら資源や環境に関す

る問題は，人類の活動量の増加に対して，地球の(地

域の)有限性が顕在化した結果生じているものであ

る。問題に対処しながら持続的に維持・発展してい

くには，適切な対策を判断し導入してゆく必要があ

り，そのための評価手法や指標の整備が求められて

いる。

有限な資源や環境に対して，現状がどのようで

あるかを認識するには，マテリアルフロー分析

(Material Flow Analysis: MFA)が有効で、あり，こ

れまでにも様々な研究が行われてきた。鉱物資源の

マテリアルフロー分析1-3)や，森林資源の分析4，5)

などにより，埋蔵資源量や森林蓄積量を起点とす

る，社会でのフロー量が分析されている。また，こ

れら資源の社会でのストック量を推計し，将来の廃

棄量やリサイクル可能な量についての推定が行わ

れている 6，7)。国の定める循環型社会推進基本計画

においても，資源生産性，循環利用率，最終処分量

など，マテリアルフローを基準とする目標が定めら

2010年 1月25日受付， 2010年 6月 18日受理

れるなど，政策にも活用されている。

一方，製品の製造や使用，廃棄に伴う資源消費

や環境負荷を計算し，その影響を評価する手法と

して，ライフサイクルアセスメント(LifeCyc1e 

Assessment: LCA)がある。インベントリ分析によっ

て，原料採取段階から廃棄に至るまでの物資やエネ

ルギーの入出力を網羅的に評価することにより，製

品の利用に伴う資源や環境への影響を把握すると

ともに，改善に繋がる対策立案も行うことができ

る。近年は製品のみならず，社会インフラ8)や社会

システム 9) イベント 10)などを対象にするなど，そ

の応用分野に広がりが見られる。

LCAではインベントリ分析に続いて，影響評価

を実施する。大気汚染，地球温暖化，オゾン層破

壊，土地利用，廃棄物，資源消費など，様々な影

響領域を統合的に評価する手法が提案されており，

LIMEl!)や Ecoindicatρrなどの重み付けのための手

法凶が開発されている。また，経済的な分析を行う

観点から，ライフサイクルコスト (LifeCyc1e COSt: 

LCC)分析が行われ，対策コストの比較などが行わ

れている 13)。

MFAやLCAによる分析を実施し，その結果の意

味を第三者に分かり易く伝えることや，分析の実施
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者が，より的確な分析方法を設定するには，明瞭な

指標を作成することが有効で、ある O 地球の環境容量

の有限性を明確に意識させる指標に，エコロジカル

フットプリント 14)がある。エコロジカルフットプリ

ントでは，経済活動の規模乞陵地や海洋の荷積(ヘ

クタール)に換算しこれを地球全体や留・地域の

面積や，これらを一人当たりに割り振った面積と比

較することで，持続可能性の観点から適正であるか

否かを判断する指襟となっている。一方，生産者や

消費者が無意識にもたらす潔境負荷を防止する観

点から，製品利用の背後にある，原料となる鉱石の

採掠等に伴う資源消費や環境負荷を明瞭にするも

のとして，エコロジカルリュックサック 15)や，関与

物質総量 (TMR)16)などの指標が用いられている。

また，筆者らの一部が所属する名古屋大学エコ

トピア科学研究所では，環境，経済，社会，ヒュー

マンファクターを包含する，エコトピア指標の開

発を千子っている 17)。エコトピア指1票は，帝王j斉やキ士

会が持続可能で，健康な質の高い生活 (Quali匂Tof 

Sustainable Life: QoSL)と，その実現に伴う環境

等への負荷とを比較する形の評備指標である O 前述

のように，持続可能な社会の維持-発展に繋がる資

源利用の評価や環境影響評価については，これまで

にも多くの検討がなされているが，本論文の目的

は，ヱコトピア指襟における主として負荷の{射を測

る指様として，地球上の自然や資源、の持つ有限な容

量に対して，製品やサービスの利用など，人類の活

動がとeのように影響しているのかを，よりi府i般的に

捉えることのできる指襟を作成することである。ま

たLCA等による分析では，資源、の消費が媛味に扱

われる場合があり，この点の改養も行う。例えば金

属資源は使用しでも消滅する訳ではないため，使用

後にリサイク jしされる分については，実費的な消費

量がゼロという評価にもなる。しかし製品に含有

されるリサイクル可能な資源が，製品在庫として存

在する期間や，製品の使用後に放置されている期間

が長いほど，結果的に新競資源の消費量の増大に繋

がる。有限な資源に対しては，資源の利府を暖味に

しない，適切な評価が求められる。これらの観点か

ら，本論文では“占有"を評価の軸とする新たな指

擦を提案する。以下にその詳細を述べる。

2.評価指標

2.1 占有指襟

我々は，多様な機能を利用して日々の生活や社会

活動を行っている。機能は. LCAでは機能単位と

いう用語が用いられるが，製品やサービスから得ら

れるもので，容器としての性能，自動車等による総

送，冷i援房. i寅算処理など，様々なものが含まれる。

ここで述べる占有とは，これら機能を得るために，

ある期間に渡って物質や土地などを利用している

状態を指す。製品を利用している聞は，そこに含ま

れる物質を市有しているが，利用後に他の用途にリ

サイクルすれば，その物質はリサイクル後の製品を

利用する第三者の占有となる。しかしリサイクル

以前に製品を利用した期間の占有量については，明

確に評価に反映されることになる。

LIMEによる評価項目や，人への負担を取り込む

ことを考慮して，物質，空間，労働と，環境汚染物

衰の収容力の 4項目の占有について，評価対象とす

る。核エネルギーや地熱の利用施設を除くと，人類

及び自然生態系の活動の源の大部分は太陽光であ

り，間接的に威力や水力などの自然エネルギーも利

用している。エネルギー密度の希薄な太陽光を人類

の利用可能な形態にするには様々な変換装置が必

要で，その構成素材となるのが物質であり，その作

業を行う入手も必要となる。太陽光を受ける地球上

の商積自体も資源であると考えれば，地球上の有限

な物質資源，空間資源、，人的資源(労働)を活用す

ることによって，我々は必要な機能を得ていると考

えることができる O また，これらの活用に伴って発

生する汚染物質が，深刻な被答をもたらさないレベ

ルで維持される必要もある O

占有量は，各種の物質，空間，労働，汚染物質を

表す悶有の単位に，占有する時間を掛けたものと定

める(図 1)。各占有量を分子とし，それぞれに対

応する全体の容量を分母とすることで得られる，占

有率を評価指標とする。このとき使宜的に，分母に

ついては期滞を掛けない値を用い.次に示す占有率

時間を基本に用いる指標とする。例えば物質の

率時間は以下の式で表される。

図1 占有量の概略図

kg 

kg x年

入×年
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占有率時間[年]

占有量 [kg]x占有期間[年]

全容量 [kg]

=占有率[ー]x時 間[年式1)

このような形式とする理由は，提供される機能は同

じでも，占有期間の異なる技術や社会システムどう

しの比較を行えるようにするためである。尚，分母

の容量は，地球全体や地域の値，あるいはそれらを

一人当たりに換算した値などを，評価対象や目的に

応じて用いるものとする。占有率という無次元数，

あるいはそれに占有期間を掛けた占有率時間とい

う共通の単位で，物質，空間，労働，環境汚染物質

の各要素が評価されるため，異なる要素を術開史的に

捉えて評価する際に，要素聞の比較が容易になる利

点がある。尚，各要素の重要度の大小を考慮した比

較が行われるべきであるが，この点については今後

の検討課題とする。以下に，各要素の占有量，占有

率時間の求め方について詳しく述べる。

2.2 物質の占有

人類の使用量に対して，地球上の採取可能な存在

量が十分に大きな物質については，評価対象とする

必要はないと考えられる。技術的・経済的に利用可

能な全存在量に対して，これまでの，あるいは今後

の占有量が有意な割合(例えば l割以上)を占める

物質を対象とする。

(1)鉱物資源の占有

鉄やアルミ，銅などの金属類や，電子機器等に利

用される希少金属類，産出地の限られる土石資源な

どが対象となる。ある機能を提供する製品の利用後

も，物質が(第三者が利用することの出来ない状態

で)有効活用されないまま放置されている場合や，

再利用の難しい形で最終処分される場合は，占有が

続いていると判断する。鉱物資源の占有率時間は式

2の形で表される。このとき，占有率時間の分母は，

可採埋蔵量に，既に採掘して使用，あるいは放置さ

れている社会での蓄積量(既占有量の合計)を加え

た物質量とする。これは，蓄積分もリユースやリ

サイクルによって再利用できる可能性を考慮した

ものである。また，可採埋蔵量は技術や経済状況の

変化によって変動し得るため，将来の長期に渡る評

価を行う際には注意が必要である。

鉱物資源の占有率時間[年]

占有量 [kg]x占有期間[年]

可採埋蔵量+蓄積量 [kg] 式 2)

異なる種類の物質ごとに占有率時間を求めるが，互

いに代替可能な物質どうしは足し合わせて評価す

ることで，その枯渇に対する影響をより適切に評価

することができると考えられる。

(2)化石資源の占有

化石資源はエネルギーを蓄えており，プラスチッ

ク素材等の原料としても重要な価値を持つが，化石

資源の構成元素(炭素や水素)自体は水や炭酸塩な

どの形で大量に存在している。また，現時点では経

済的コスト等の問題点も多いが，自然エネルギーや

バイオマス資源で化石資源を代替することもでき

る。金属類で問題となる，新たに利用可能な元素そ

のものが枯渇してしまうケースとは事情が異なる

ため，殊更にその枯渇を問題視する評価指標とする

必要もないと考えられる。更に石炭を液化やガス化

して使用するなどω，異なる化石資源開でも互いに

代替できる可能性を有している。ここでは，化石資

源、は太古に受けた太陽光が変換されたものであり，

過去の空間占有の余剰物であると捉え，空間の占有

として評価する。耐久財として利用されてきた古い

木材などを評価する場合も，同様に空間の占有とし

て取り扱う。

(3)淡水の占有

わが国は降雨量に恵まれた地域であるが，水資源

の確保は世界的には重要な課題である。淡水は，湖

沼にストックされている量よりもむしろ，フローと

してどれだけの供給量があるかが重要である。従っ

て，分母の容量には存在量 [kg]ではなく，供給

量 [kg/年]を用いる。一方分子の占有量について

は，例えば田畑に利用すれば蒸発して大気中に失わ

れることになる。つまり一時的な占有ではなく，液

体状態の真水は消失してしまうことになる。従っ

て，金属等の物質の占有量 [kgx年]とは異なり，

消費量 [kg] として評価を行う。結果的に，分子

を分母で除した占有率時間は，鉱物資源の占有率時

間と同様にその次元は[年]となる。

淡水の占有率時間[年]

EWx占有量 [kg]

供給量 [kg/年] (式 3)

fwは，上流から下流へと淡水をカスケード的に利

用する場合に，利用量への寄与を配分する係数であ

る。

2.3 空間の占有

我々は自然生態系から，二酸化炭素の吸収と酸素

の供給，水の浄化や保水機能など，様々なサービス

を得ている 19)。一部のサービスは人工的な技術でも

置き換えられるかもしれないが，生態系の提供する
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文化的なサービスや自然の持つ景観，かけがえのな

い多様な生物種を守るには，生態系自体を持続的に

守る以外に方法はないだろう。そのためには，少な

くとも人工的な影響の少ない自然度の高い土地を保

存しておく必要がある。工場や住宅地，道路や鉄道

などのための用地ばかりでなく，風力発電や太陽光

発電のための用地，食料生産や燃料生産のための農

耕地等も効率よく利用して，土地改変を抑止する必

要がる。

土地利用については，面積と利用期間を掛けた評

価がこれまでにも一般的却)であるが，本指標におい

て特徴的なのは，先に述べたように，化石資源の利

用についても空間の占有に含めて評価する点である。

(1)土地の占有

占有量は，機能を得るために使用する土地の面積

に，占有する時間を掛けたものとなる。利用後に(第

三者が利用できない状態で)放置される土地につ

いても，占有状態にあるとして評価する。分母は自

然生態系に占有される土地を含む全体の面積である。

尚，水域の評価については，今後の課題とする。

土地の占有率時間[年]

L ×占有面積 [m2Jx占有期間[年]

全体の面積 [m
2J 式4)

ここで主は，農地や人工林のように生態系と共存し

ている土地について，占有量を補正する係数である。

(2)化石資源の占有

前述のように化石資源はバイオマスや太陽光発電

などで代替可能である。これらはエネルギー密度の

低い太陽光を直接・間接的に利用しているものであ

り，一般に広い土地が必要となる。化石資源の利

用を，持続的に利用できる再生可能資源で置き換え

る際に必要となる土地面積に換算して，占有量を評

価する。これは，エコロジカルフットプリントと類

似する考え方である。単位重量の化石資源の持つ熱

量を aU/kg]，単位面積において太陽光を変換し

て得られるエネルギー量を bU/m2
/年]とすると，

化石資源 ckgの消費は cx a/b [m2 x年]の土地

の占有量に相当する。ただし，バイオマスを利用す

る場合は，生態系との間で土地を分け合って利用し

ていると解釈できるため.f与を用いた配分操作が必

要である。これを式4の分子に加えて評価する。こ

の追加により，土地の占有率は lを超え得る数とな

り，この値が大きいほど持続可能性が低いと判断さ

れる。

2.4 労働の占有

労働の評価についてはこれまでにも検討されて

いるが21.22) 一般的な LCAでは労働が評価されな

いケースがほとんどである。労働は，雇用の確保と

いう面で重要であるが，生活水準の維持・改善に本

来必要なのは労働の維持ではなく，提供される機能

を維持することである。産業革命以来，人力から化

石資源・機械への転換で労働を軽減してきた経緯が

あるが，低炭素社会，循環型社会への移行は，労働

への依存を高める可能性もある。これが過度の負担

とならないことを評価する必要があると考えられる。

労働の占有量は，一般的な労働投入量の評価と同じ

ように，人数に時間を掛けて求められる。労働の占

有率時間は以下の式で表される。

労働の占有率時間[年]

労働者数[人Jx占有期間[年]

全体の労働者数[人式5)

労働自体が生活を豊かにする機能を提供していると

捉えることもできるし，単に時間だけではなく，労

働の質的な面を考慮して補正することが望ましいが，

これらの点については今後の課題とする。

2.5 汚染物質の収容力の占有

温室効果ガスや毒性物質などの汚染物質の排出に

ついても，持続可能性という観点からは，環境の収

容力と対比して評価されるべきである。二酸化炭素

の海水への吸収のように，汚染物質は時間が経過す

れば，その影響が問題となる環境中から隔離，ある

いは無害化される。ただし，物質ごとにその速度は

大きく異なる。許容できる濃度レベルと，それに対

応する正味の除去速度から，単位時間当たりの収容

力が求められる。機能の獲得と引き換えに排出され

る各汚染物質量に対し，汚染物質収容力の占有率時

間は以下の式で表される。

汚染物質収容力の占有率時間[年]

汚染物質排出量 [kgJ

汚染物質除去速度[匂/年式6)

汚染物質の排出は，その排出期間における収容力を

占有していると捉えることができる。この占有率は

lを超え得る。占有率が大きな排出であるほど，ま

たその期間が長いほど，持続可能性が低いと判断さ

れる。ただし許容濃度は一概に決まる数値ではな

いため，おおよその値とならざるを得ない値であり，

対応する除去速度の推定も容易ではない。科学的知

見の更新とともに変化する指標となる。
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3.事例への適用

ここでは提案する評価指標についての理解を深

めるための，極めてシンプルな仮定に基づく事例を

設定しこれに試行的に占有指標を適用する。事

例には，既に LCAによる検討事例も存在するがお

鉄骨住宅に使用される構造材としての鉄(従来シ

ナリオ)を，利用の滞っている国内人工林から新

たに伐採する木材で置き換える場合(変更シナリ

オ)を想定する(図 2)。いずれのシナリオにおい

ても，住宅は 40年間の利用を想定する。変更によ

り実際にはセメントの使用量なども変化すると考

えられるが，ここでは簡略化のため， 日本国内の一

人当たりの平均床面積却を建築するための柱材と

しての，木材と鉄骨の使用量の違いお)のみを取り出

して評価する。占有量として考慮するのは，鉄の製

造プロセスにおける石炭消費約，端材と住宅解体後

の廃木材の発電利用と，これと等発電量の石炭火力

発電幻木材伐採後に植林し成長する樹木の炭素蓄

積お)による CO2吸収であり，材料加工や建築，解体，

輸送のプロセス等は計算の対象外とした。これらに

係わる物質の占有は鉄，土地の占有は森林と石炭消

費，汚染物質収容力の占有には CO2を採り上げる。

従来シナリオにおいて，鉄骨はスクラップ鉄から作

られるケースが多いが，世界の鉄需要に対してはス

クラップ鉄の供給が不足していることから，木造化

による鉄の利用量削減は，どこかで新規の鉄需要を

抑制すると考えられる。従って，ここでは木製の柱

は鉄鉱石から製造される鉄骨を代替するものとす

る。なお，本論文では計算の対象外とするが，40 

年後に住宅を建て替える際には，従来シナリオにお

いてはスクラップ鉄が利用できる点に留意が必要

である。

盤韮主土立2士

石炭の消費を土地面積に変換するには，同じ発熱

量の燃料を現在一般的な太陽光の利用方法を用い

て製造する際の土地面積によって換算する。ここで

は木材の利用を想定して換算するが，仮に太陽光発

電が大量に普及すれば，発電パネルの面積と発電量

から換算するなど，実情に合わせた変更を行う必要

がある。森林バイオマスを利用する際には，自然生

態系との間で占有する土地面積の配分が必要にな

る。ここでは植生自然度却)の分類を参考に，成長

した人工林の補正係数主は 0.5として評価する。ま

た，今回は園内を評価範囲とするため大きな違いは

ないと考えられるが，世界全体では緯度や降雨量な

どによって土地の生物生産量が異なるため，土地の

自然度の他に，エコロジカルフットプリントにおい

てグローパルヘクタールへの換算が行われるよう

に，気候条件の違いによる純一次生産ポテンシャル

の差異を考慮した補正によって，占有量を求めるこ

とが望ましい。その具体的な方法についても今後検

討が必要である。

占有率時間の分母については， 日本，あるいは世

界の容量をそれぞれの人口却)で割り算して求める。

鉄は日本の蓄積量3)と世界の可採埋蔵量31):i，)、ら算出

する。土地面積は日本の国土面積とし， CO2の除

去速度は，世界の海洋と陸域への吸収量32)から設定

する。尚，労働の占有については，本事例において

は評価対象外とする。

前述の定義に従って各占有率を算出し，これに占

有時間を掛けて占有率時聞が算出されるが，占有量

が占有する期間の中で極大値をとるなどの変動が

ある場合には，占有率の時間変化を考慮する必要が

あるかもしれない。上記事例において，従来シナリ

オから変更シナリオへの移行による占有率時間の

変化を，各年の平均値として時間経過と共に示した

盟盟i 石炭〔主主 E 石炭(発主， ~j] I 
鉄鉱石 「一一一「 年

石 炭 → 鉄 ー → 樫 村 」 一一→スクラップ

蓋亘主土立主

主一戸柱材ー→ 1 造材 | 一 一 → 廃 木 材 一 → 高 司
/ ヒ プ 40年 (発電)L二一J

/r一+端材一一-い電力|
叶 y 発巴) L - ー 40年

(融)z一一一一一一一.. (植 林)高高ず立木

図2 適用事例概略図
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のが図3である。負の値は，変更シナリオにおいて

占有率が低下することを意味する。物質の占有率に

ついては，木造化によって鉄の占有を回避できるた

め，住宅を利用する期間に渡ってその占有率が低下

している。空間の占有率では，製鉄に伴う石炭利用

と， 40年経過後に解体した木材による発電電力量

と等量の火力発電における石炭利用を回避できる

ことから，それぞれ一時的な占有率低減効果が大き

い。一方で，変更シナリオにおいては木材製造のた

めに森林を占有する。そもそも人工林であること

で，対象となる土地の半分を占有(た=0，5) して

いるが，人工林の面積自体は両シナリオとも同じで

ある。変更シナリオでは，伐採時にその土地の総て

を占有(主=1) し，成長とともに主=0，5に向かつ

て占有量が減少するとして評価している。また，汚
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。

40 

染物質 (C02) の収容力については，やはり従来

シナリオにおける製鉄と火力発電(発電効率 35%)

の石炭消費に伴う CO2排出が回避される一方，変

更シナリオにおいて，端材や廃木材の焼却発電(発

電効率 15%) に伴う CO2排出が生じるため(バイ

オマス起源の CO2も，カーボンニュートラルとし

て扱うのではなく，吸収時，放出時にそれぞれカウ

ントしている)，収容力の占有率の変化は建設時に

大きく減少し解体時に大きく増加している。評価

対象によってはこのように，時間的解像度を詳細に

して経時的な占有率の変化を確認する必要が生じ

るかもしれない。今回採り上げた事例では，実際に

は国全体で住宅の建設が一時期に同時に行われる

ことはないため，個別の住宅建設・解体に伴うピー

ク値は平準化されることになる。

そこで， 40年間の平均的な占有率時間を示した

のが図4である。評価対象とする機能によっては，

回数や移動距離，更には物理的な次元では表現し

にくいものなどが機能単位となるケースがあり得

るため，異種の機能は占有率時間で比較すること

で普遍的な評価が行える。しかし，住宅の機能単

位は 40年という期間を含む形で表現できることか

ら，この年数で割り算して 1年間当たりの占有率

時間(結果的に各瞬間の占有率となる)とした方

が，理解が容易になると考えられるため，縦軸はそ

のように表示した。日本国内の鉄の使用や CO2排

出レベルの感覚からすると，住宅という機能のみに

対する占有率としては，変化量が大きい印象を受け

るが，これは占有率の分母において，鉄の可採埋蔵

量と CO2の除去速度については，全世界の人口で
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とになると考えられる。関連する物質や汚染物質の

種類が多くなるほど，評価項目数が増えるために総

合的な判断が難しくなるが，いずれも共通の単位

[年]で表されるため，総合的な理解の助けになる

と考えられる。

労働については，適用事例では定量的評価を行わ

なかったが，森林伐採や植林・育林が必要となる変

更シナリオにおいて，その占有率が増加することが

想定される。物質，空間，汚染物質収容力の占有率

時間の改善に対して，労働の占有率時間の増加をど

の程度許容するかを判断する必要があるが，本指標

の導入によってこのような視点での議論が可能と

なる。

今回の事例では，同じ住宅という機能に対して，

その提供方法を変更することにより，どのように占

有率時聞が変化するかを評価する，技術間比較を

行ったが，図5に示すように，異なる機能どうしの

比較や，機能群を利用する集団(地域や国家や世代

など)どうしの比較にも，占有率時間を指標として

用いることができる。このとき，我々が受ける機能

の中には，生態系から提供される，金銭的な対価の

支払われていない潜在的な機能も存在すると考え

られることから，より包括的な評価には，これら

の定量化が今後の課題になると考えられる。前述

井-林・伊

均等配分した数値となっているためである。将来的

に現在の途上国と先進国の間で物質やエネルギー

消費レベルが措抗することを想定し，互いに持続

的に維持・発展するシナリオを検討するようなケー

スでは，このような条件下での検討が意味を持つこ

とになる。また，空間の占有率については，現実的

な土地の占有量は木造住宅化する方が森林を利用

するため増大するが，化石資源消費を土地に換算し

た仮想的な土地占有率も含めると，全体では占有率

が低下することを示している。これは見方を変える

と，今回化石資源消費を土地面積へ換算する際に用

いたバイオマス発電程度の土地利用効率では，化石

資源消費を代替するために相当量の土地面積を占

有することを示唆している。土地の効率的な利用方

法の開発・普及が必要であると考えられる。

これまで示したように，物質，空間，労働(事例

では評価対象外)と汚染物質の収容力の占有率時間

を評価することで，機能の獲得のために地球上の有

限な資源をそれぞれどの程度利用しているかを，備

隊的に把握することが可能となる。物質，土地，労

働は，経済にとっても重要な要素であり，更に汚染

物質の評価は，外部不経済の評価をも同列に行うこ

藤
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の通り，エコトピア指標においては. QoSLの評価

を行う。どのような機能を選択すると QoSLがどの

ように変化するかについては検討が必要であるが，

QoSLと占有率時間との関係が明らかになれば，社

会の進むべき方向性に対して，何らかの示唆を与え

ることができると考えられる。また事例では，変更

前後の差分値のみを示したが，相殺されるとして計

算を省略した部分も含めて評価し，項目間で適切な

重み付けを行えば，エコトピア指標の分母として，

占有率時間が絶対値としても意味を持つ指標とな

る。

占有率時間を評価するということは，例えば使用

しなくなった社会インフラも，そのまま空間と物質

を占有し続けている状態であると評価することを

意味する。すなわち，従来の評価で一般的なフロー

のみを評価するのではなく，ストックを明確に評価

することになる。無駄に放置しておくことは，一見

すると資源や環境負荷の面では問題がないように

も見えるが，再利用して有効活用すれば代替できた

はずの資源が地球上のどこかで採掘され，新たに必

要となる土地が開発されることに繋がる。レアメタ

ル等の希少資源であれば，物質占有の影響は更に大

きい。

我が国が，そして世界が持続的に発展していくに

は，限りある資源を効率的に利用する必要がある。

物質の採掘を削減することは，汚染物質の排出削減

にも繋がる。空間は，人類がその利用効率を高める

ことで，結果的にかけがえのない自然生態系の存在

する土地を犯すことを防止できる。同等な機能を維

持した上での労働の軽減は，真に豊かな生活を送る

ための時間を提供することになる。占有率を軸とす

る評価体系を新たに設定することによって，持続可

能な社会の構築に資する技術や制度を，適切に評価

することができると考えられる。
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有限性を考慮した資源・環境評価に関するエコトピア社会評価手法

Development of an Evaluation Method of EcoTopia Society 

in Terms of the Impact on Resources and Environment 

in Consideration of Their Finiteness 

Minoru FUJII， Kiichiro HAYASHI and Hideyuki ITo 
(EcoTopia Science Institute， Nagoya University， 

Furocho， Chikusa-ku， Nagoya-city， Aichi 464-8603， ]apan) 

Abstract 

We have developed a new indicator which is used for a bird's-eye analysis of the 

impact on resources and environment when we use functions such as products and 

services in our daily life or出orougheconomic activities. In terms of not consumption 

but occupancy， the each impact on material， space， labor and environmental capacity 

of pollutants within a certain region or on the earth is evaluated by this indicator. The 

multiplication of occupancy amount and period divided by tota1 amount gives the indicator， 

namely，、ccupancyrate time" which has a common unit， year. Our proposing indicator 

will help us to properly evaluate technologies and social systems conducive to sustainable 

human development. 

Key Words: Indicators for EcoTopia society， sustainability indicator， finiteness， efficiency， 

LCA 
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