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 １．はじめに 

（１）幸福度指標を策定する意味 

 親は子どもが生まれる時に「幸せな人生を築いてもらいたい」と願う。このことは地

域・社会、国にも当てはまり、本来、社会や国の目的も、そこに暮らす人々に幸せな人生

を築いてもらうことにあったはずではなかろうか。それぞれの人、家族、地域、国にとっ

て「幸せ」の意味が違うのも確かであるが、「幸せ」を感じることができない人たちが多

い社会は良い社会と言えるのであろうか。それは仕事があり、高い収入を得られる国内総

生産（GDP）の高い社会と同義なのであろうか。 

 日本は、先進国の中でも幸福度（平均値）が低いとされる。「学校では気後れして居心

地が悪い」と感じている 15歳の生徒が先進国で最も多い1。男性の 20 代から 40代前半、

女性の 10代後半から 30 代前半の死因のトップは自殺であり、20〜30 代の 3人に 1人が

過去に「本気に死のうと思ったことがある」と訴えている2。ストレスを抱え、うつ病に

かかり、仕事に希望を見いだせない大人たちがいる。さらに、日本で特異なのは、高齢者

が最も幸福度が低いということである3。通常、先進国では年齢と幸福度は U字型（若年

層と高齢者は熟年層よりも幸福）を描くとされていると言われるにも関わらずである。 

 このような中、GDPを単一の指標とすることなく、国や社会の目標（社会進歩の定義）

を問い直そうという動きが、政治、経済、学会、NPOなど世界各層で活発である。1970年

代に経済発展を遂げた先進国では経済的な豊かさを表す GDPの上昇が心の豊かさを表す幸

福感に結びついていないとする「幸福のパラドックス」が示され、その後、経済学、心理

学、社会学などで幸福度研究が発展した。この「幸福のパラドックス」は高度成長期後の

我が国でも例外ではない（図表 1）。 

 

図表１ 日本における幸福度の推移 

 
（備考）１．「幸福度」、「生活満足度」は内閣府「国民生活選好度調査」における３年度毎の回答

に基づく平均値を 1990年を 100として相対化したもの。 

    ２．一人当たり GDP は内閣府「国民経済計算確報値」及び「四半期別 GDP速報」、総務省

「推計人口」により算出し、1990年を 100として相対化したもの。 

 

 こうした各界の議論の蓄積を踏まえ、幸福度を具体的に見えるように各種指標で表した

                                                 
1 UNICEF Innocenti Research Centre (2007) 
2 性別・年齢別死因順位は厚生労働省「平成 22年 人口動態統計月報年計(概数)の概況」、希死念慮については内閣

府経済社会総合研究所「若年層の幸福度に関する調査」による。 

3 内閣府「平成 20年版国民生活白書」第１章第３節 
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ものが、「幸福度指標」である。つまり、「幸福度指標」とは、個々人が感じる「幸福

感」とそれを支える様々な要因を、地域、時系列で比較可能にした物差しであり、評価の

ためのツールである4。したがって、指標作成そのものに意味がある訳ではない。 

 「幸福度指標」作成の意味があるとすれば、それは「幸せ」に光を当てることによって、

これまで政策などにおいて焦点化されてこなかった「個々人がどういう気持ちで暮らして

いるのか」に着目することにある。より具体的には、①日本における幸福度の原因・要因

を探り、国、社会、地域が人々の幸福度を支えるにあたり良い点、悪い点、改善した点、

悪化した点は何かを明らかにすること、②自分の幸せだけでなく、社会全体の幸せを深め

て行くためには、国、社会、地域が何処を目指そうとしているか、実際に目指していくの

かを議論し、考えを深めることが不可欠であり、その際の手がかりを提供すること、の２

つの点にあると考えられる。たとえば、混乱の中でも冷静で秩序だって対処する姿勢、ゴ

ミなどが落ちていない清潔な町並みなど、我々には当たり前と思う事が海外から評価を得

てきたことについて再評価することも含まれる。また、政策との関係では、実証に基づく

政策立案（evidence-based policy making）に資する観点から、指標によって明らかにな

った事実に対して政策の優先順位付けや政策の改良、新たな政策の提案を促すことに意義

がある5。  

 

（２）東日本大震災との関係 

 東日本大震災から早８カ月余りが経過した。被災地の海岸に立つと、変わらずにそこに

ある美しい自然とは裏腹に、陸地にはまだ数多くの思い出が変わり果てた姿として残され

ている。原子力発電所事故により主が戻れない家屋、動植物が主の帰りを待ち望んでいる。 

家族や友人・知人、家や仕事、そして思い出や地域コミュニティーまでも一瞬に失い、

そこから離れて暮らさざるを得ない方々の失望と無念は如何ばかりだったであろうか。し

かし、そうした方々の置かれた状況に思いをはせ、ここから何を学び取るかは、幸福度研

究の第１人者でもあったノースウェスタン大学のフィリップ・ブリックマンが自死を選ん

だ時から、多くの研究者が心に誓った幸福度研究の使命でもある。 

 今般の震災をあらためて振り返ると、震災は、被災地に物理的、心理的に大きなダメー

ジを与えただけでなく、日本に暮らす全ての人々に大きな衝撃と不安を与えた。特に日常

生活が一瞬のうちに暗転する姿を目の当たりにしたことへの心理的衝撃、いつどこでまた

同じような災害が起こるとも分からない不安感は小さくないと思われる。その結果、震災

を契機に、幸福とは何かという価値観や人生観が大きく変わった人も多い（図表 2）。 

 

                                                 
4 そうした研究成果の蓄積を踏まえ、近年、政治的にも幸福度が中心に据えられている。アジアではブータン王国に

よる国内総幸福度（Gross National Happiness）、タイのグリーン・幸福指標などが実施されている。欧州では、

フランスがノーベル経済学賞を受賞したジョセフ・スティグリッツ、アマルティア・センをそれぞれ委員長、顧問

に配した経済成果およ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）による提言を取りまとめ、イギ

リスが首相指示に基づく幸福度指標の検討を行っている（各国の取組状況は参考 1参照）。 

5 ブータンの国民総幸福量の策定の際に指標化の目的の１つとして「指標は政策を決める（Indicators determine 

policies）」を挙げている。 
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図表 2 東日本大震災により人生や幸福について考え方が変化した者の割合 

大きく変化 12.8%

やや変化 45.0%

どちらとも言えな
い 20.8%

あまり変化なし
13.5%

全く変化なし 7.9%

 
（備考）内閣府経済社会総合研究所「若年層の幸福度に関する調査」より作成。 

 

こうした危機の中、人と人との「絆」の重要性が再認識され、復興に向けた「連帯感」

が高まっている。被災地が広範囲で交通事情が劣悪であったにも関わらず、多くのボラン

ティアが復旧・復興支援のために馳せ参じ、全国から多額の義援金が寄せられたことは、

こうした連帯意識の具体的な発現であると考えられる。一方でこの「連帯感」や「絆」か

ら切り離され、社会的に排除、孤立した人たちが全国に存在することが近年指摘されてい

るが、この点についても震災によって変わった訳ではない。 

 被災地域の人々、社会的に孤立した人々、さらには日本に暮らす多くの人たちが、 未

来の希望や幸福を感じ、この国に暮らせて良かったと思えるような社会、そのような社会

を築くために何が出来るのか、何を優先してしなければならないのか、その検証に際し

て、幸福度の考え方や幸福度指標が政策立案の際に役立つことを願っている。 

  

（３）今回提案を行った幸福度指標試案の位置付け 

 本報告書で提案する幸福度指標試案は、これまでの学術研究の成果に基づいて指標化を

検討したものであり、後述のように幸福度指標の測定として社会経済状況、心身の健康、

関係性についての３つの柱を立てることを提案し、それぞれについての主観的・客観的指

標案を呈示した6。そして、日本社会における人々の「幸せ」とは総じてどのようなこと

に支えられているのかという点から幸福度の問題を掘り下げている。しかし現在、幸せを

もたらしている要因が、社会的に望ましいものかという問題は検討が不可欠である。たと

えば、貧困で劣悪な住環境に住まうしかない者もその厳しい状況を受け入れ、理想を切り

下げて対応しようとする7。また、今後も現在と同じような要因が我々の幸福感に影響を

与え続けるとは限らない。そういう意味で幸福度指標は様々な要素を多角的に捉えるとと

もに、採用指標を固定的に考えず、絶えず見直しをしていく必要がある。 

 したがって、今回の指標試案はあくまで幸福度の指標化の出発点であり、国際的・国民

的議論こそが重要である。ここでの提案をもとに、さらに検討を重ねた上での完成を目指

すことが望ましい。日本社会の暗いイメージとして「無責任の風潮が強い」、「ゆとりが

ない」、「自分本位である」が挙げられるようになって久しい8。このような時であるか

らこそ、幸福度指標の検討を通じて、本来的に日本社会に生きる人々が持つ力、幸福への

考え方、未来への志向などについて具体的に議論を深めることにより、新たな希望の光が

                                                 
6 日本での幸福度の調査分析をまとめたものとしては大竹・白石・筒井（2010）などがある。 

7 Sen(1992)。 

8 内閣府「社会意識に関する世論調査」（各年版）による。 
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見えてくるであろう。そして、「個々人、家族、地域、社会にとって真の幸せとは何か」

という真剣な議論が、自分の強さだけではなく、「助けて」と声をあげることの出来ない

人たちに手を差し伸べ、本当に困った時には声をあげてもよいのだと思えるような、心の

かよった社会を築くことにつながるだろう。 
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２．幸福度指標試案の体系と基本的考え方 

（１）３つの主軸 

 国際機関、各国政府、民間研究所等の指標化においても柱に何を掲げるかが議論の大き

な出発点になる。本指標試案では、内閣府「国民生活選好度調査」（以下、「選好度調

査」）と内外の幸福度に関する調査研究の成果に基づいて検討を行い、「経済社会状態」、

「心身の健康」、「関係性」を３つの柱とすることとした。 

 平成 21年、平成 22年度の選好度調査結果をみてみると、幸福感を判断する際に重視し

た事項として、上位に「家族」、「健康」、「家計（所得・消費）」、「精神的ゆとり

（または自由時間）」が挙っている（図表 3）。 

 

図表 3 幸福度を判断する際に重視する項目 
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（備考）内閣府「国民生活選好度調査」による。なお、平成 21年度と平成 22年度で一部

選択肢が変更になっている。 

 

 一方、これまでの研究成果からは、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、

現代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。こうした観点

から、「持続可能性」は３つの柱と別に立てる形とした。 

 以上の点を踏まえ、「幸福度指標試案」の構成要素を体系図として描いたものが図表 4

になる。 
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図表 4 幸福度指標試案体系図

 
（備考）研究会における議論に基づきイメージ化を行った。 

 

（２）ライフステージの勘案 

 全体的構成は３つの柱と持続可能性としつつ、幸福感を判断する際に重視する項目は、

年齢層による差異がみられ、一様ではない。特に 10代後半〜20代前半、20代後半〜30

代、40代〜50代前半、50代後半以降などに分けられる。たとえば、図表 5の通り、男性

10 代後半、20代前半では「友人」が最も重要な項目として挙げられ、また「精神的ゆと

り」も３番目に重要な項目として挙げられる等、他の年代層と大きく違っている。男性

20 代後半から 50代前半では「家計」または「家族」が最も重要な項目として挙げられる

が、50代後半以上では「健康」が最も重要な項目となっている。女性でも 10代後半では

男性と同様に「友人」が最も重要な項目として挙げられ、また「精神的ゆとり」も 3番目

に重要な項目として挙げられる。20代前半から 30代後半までは「家族」が最も重要とさ

れ、40代前半以上は「健康」が最も重要とされている。また「家計」を最も重要とした

年代がないのも女性の特徴となっている。 
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図表 5 幸福度を判断する際に重視する項目（男女別年齢階層別上位５位） 

 

 
（備考）内閣府「平成 22年度国民生活選好度調査」による。 

 

 このように、子ども・若年層と高齢者が幸福度において重視するものが違っているのは、

出生から就学、就職、転勤・転職、結婚、出産、子育て、退職、離別など人生で様々な経

験をし、ライフステージをたどることからも当然であろう。したがって、今回の幸福度指

標の策定にあってもライフステージを勘案することが重要になってくる。そこで今回の幸

福度指標試案においては、大きく「子ども・若年層」、「成人」の２層と「高齢者」を

80 歳前後で区切った計４つのステージで採用指標を検討することとした。 

 

（３）国際比較の可能性 

 幸福度指標を構成するような各種統計は海外統計当局などが検討・提案、作成を行って

いる（参考 2参照）。その中には日本の公的統計や調査で把握されていないものも含まれ

るが、我が国でも幸福度の構成要素として検討した場合、重要なものも多い。また、概念

が近く、日本でも把握可能な指標がある場合には海外公的統計と同じものを出来るだけ採

用することによって国際比較が可能になる。以上から、指標試案の提案に際しては、海外

での検討状況を勘案して検討を行った。 

 

（４）リスクの重複の把握 

 また、幸福度指標の各指標から、リスクが重複している個人、世帯を明らかにすること

が重要である。たとえば、置かれている経済社会状態が劣悪で、本人や家族が健康を害し、

関係性も切れている個人や世帯がどれだけいるか、という事実についてである。社会的に

孤立し生活上の困難を抱えた状況にある人々の社会的疎や孤立、生活困難の状況、家族状

況、就労状況、公式・非公式・非定型を含めた支援とのつながりなどを明らかにすること

によって、それらの潜在的リスクが社会全体でどの程度拡がっているのか、また、どのよ

うな属性の人々にリスクが偏在しているのか、貧困などの他のリスクとどのように重なり

合っているかの実態を明らかにすることができるであろう。これにより初めて一人ひとり

を包摂する社会の構築につながっていく。 
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（５）過去の指標化との対比 

 これまで政府で作成されてきた指標としては、社会指標（SI）、国民生活指標（NSI）、

新国民生活指標（PLI）、暮らしの構造改革指標の４つがある（参考 3参照）。これらが

策定された背景には、「（GDPなど）従来の経済指標のみでは、真の福祉水準を測定し得

ない」との認識の高まりがあった9。その点では「経済・環境・社会の 3つが相互に高め

合い、人々の幸福度に寄与する『三方よし』の国」を目指すとし、経済成長が究極の目標

ではない、とする新成長戦略の考え方に基づき、指標化が検討されている今回と共通する
10。 

 また、過去の指標化における特徴をまとめると以下の点が挙げられる。 

① 生活活動領域を基本として体系化を図っている 

② データについて未整備の中、既存統計のみから指標の選択を図っている 

③ 国民生活指標、暮らしの改革指標には指標の一つとして主観的指標が含まれるものの、

作成された指標自体は必ずしも幸福の水準や満足の水準の測定を目的とするものではない

こと。 

④ 変化率から標準化を図って、一つの指標で表す統合指標を作成している 

 

 今回の幸福度指標の特徴を過去の指標化と対比してみると以下の通りである。 

① 主観的幸福感を中心に据えて体系化を図っている 

② データ整備の進展・今後の発展も考慮し、現在、既存統計で把握できていない指標に

ついても幸福度を捉えるのに不可欠なものは、それを含めて提案している 

③ 指標の重なりを明らかにする 

④ 一つの数値で表す統合化指標の策定は行わない 

 

 なお、４点目の統合指標化については、幸福度指標の目的を日本社会の良い点、悪い点

を明らかにし、対応を検討することにおいていることから、統合指標で一つに表すことは

逆にそれぞれの分野での特徴を隠すことにつながる11。むしろ社会状況の診断書として幸

福度指標を活用するためには、統合指標を策定せず、個々の指標毎に良い悪いを判断して

いくことの方が望ましい。以上を踏まえ、今回、統合化は実施しないこととした。 

 

                                                 

9 国民生活審議会「社会指標-よりよい暮しの物さし」（第５次調査部会中間報告） 

10 「新成長戦略」（平成 22年 6月 18日閣議決定）第４章 

11フランスのスティグリッツ委員会は、統合指標の欠点として、１）悪い点が悪くなっているのを把握できなくなる、

２）ウェイト付けを考えなくてはならない、３）指標の変化の解釈が別途必要である、４）価値観が違う中、国際

比較などに適しない、などを挙げて、単一指標への統合化に反対をしている。 




