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In order to realize a sustainable society, not only do we need to reduce the effects of greenhouse gases, but also to 
take a comprehensive approach requiring various entities to utilize innovative science and technology development. 
As a new initiative towards social change, the realization of ‘Society 5.0’ is expected. In this study, possibility of 
achieving environmental balance is quantified through scenario analyses base on ‘society 5.0’. The scenarios are 
included smart agriculture, smart traffic, smart transportation, smart house electricity consumption and distributed 
power supply. The results show that it is possible to achieving environmental balance in Japan by 2035 base on 
‘society 5.0’. On the other hand, it is difficult to achieve environmental balance in the three major metropolitan areas 
such as Tokyo. 
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1. 背景・目的  

持続可能な社会の実現が喫緊の課題とされ久しいが，環境問

題は悪化しつつ，それが地球規模の社会問題を招いている．こう

した状況に対して，日本では2050年まで温室効果ガス80％削減

する約束草案を合意しており，長期（2050年頃）・中期（2025～

2030年頃）の目指すべき社会像 1)を想定した．しかし，目指すべ

き将来像を実現するのは，排出量の削減だけでは十分ではなく，

限られた資源の中で消費を抑え，供給生産力を強化する措置を講

じることが必要と考えられる．つまり，地域内の環境バランスを

保つ必要がある．なお，温室効果ガスだけではなく，住居・食事

など人間活動から発生するすべての環境負荷を網羅的に見る必

要もある．この目標を実現するため，現状の削減努力の延長だけ

ではなく，画期的な科学技術発展と共に多様な主体が連携した総

合的な取り組みが必要となる． 

なお，昨年日本では科学基本計画 2)が策定され，「持続的な成

長」や「地球規模課題への対応」などの「目指すべき国の姿」が

提示した．その中では，未来の産業創造と社会変革に向けた新た

な価値創出の取り組みとして，「超スマート社会（society 5.0）」

の実現が期待されている．この超スマート社会の実現には，高度

にシステム化されるとともに，異なるシステムを連携協調させる

ことが必要となり，社会の中で新しい技術や仕組みに対する理解

や異なる主体間の相互協力が不可欠となる（本研究ではこれらを

総称して「社会連携」と呼ぶ）．国としては，このような状況を

背景に，取り組むべき経済・社会的課題を踏まえて総合戦略

20153)で定めた11 のシステム（「高度道路交通システム」，「エネ

ルギーバリューチェーンの 適化」，「スマート・フードチェンシ

ステム」など）の開発を先行的に進めている．しかし，超スマー

ト社会が広く浸透することによって，将来の環境にどのような影

響を及ぶのかについてはまだ不明確である． 

以上を踏まえて，本研究では様々な社会連携を踏まえて，

Society5.0 の実現に向けた環境バランスの潜在的な達成可能性を

明らかにすることを目的にする．なお，society 5.0は短期的に実

現することが考え難いため，本研究ではシナリオ分析を通じた将

来の可能性予測を行う． 

 環境バランスの達成可能性を検討するため，地域内の環境バラ

ンスを定量化することが必要である．本研究では，人間活動に伴

う様々な環境負荷を土地資源の消費面積に換算するができるエ

コロジカル・フットプリント指標(EF 指標)を用いる．さらに，

それら環境負荷量に対して対象とする都市・地域内の環境受容量

がどの程度存在するのか，持続可能性の観点から，それら環境バ

ランスを比較することができる． 

なお，国・政府としての政策が提出したが，居住者がそれに対

する意識が不明瞭であるため，精確な実現可能性が把握し難い．

そのため，本研究ではアンケート調査により個人意識を把握した

上，シナリオの設定を行う． 

 

2. 研究の位置付けと研究内容 

2-1. 既往研究のレビュー 

(1) 環境の将来予測に関する研究 

 環境問題に関するシナリオが描かれるようになったのは，1972

年に出版された「成長の限界」4)以降である．その将来シナリオ

の着目点は，世界人口・経済と自然資源の制約との関係であった．

1980 年代には，持続可能な発展の観点から地球システムに関す

るシナリオ 5)が描かれた．1990年代から，地球温暖化に着目した

IPCC の温室効果ガス排出シナリオ 6)がある．また，IEA

（International Energy Agency）のWorld Energy Out-look7)はエネル
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ギー資源に関する予測を行っている．日本においても，2050 日

本低炭素社会シナリオ 8)があり，日本における温室効果ガスの削

減目標の達成可能性について検証を行った．また，陳ら 9)が EF

指標を用いて将来の環境バランス達成可能性を算出した．これら

の諸研究はそれぞれ重要な参考にはなるが， 先端の科学技術イ

ノベーション政策推進を踏まえたsociety 5.0を対象とした検討は

まだ実施されていない． 

(2) エコロジカル・フットプリントに関する研究 

EF指標は，1990年代初頭にReesとWackernagelによって考案

された 10)．前述のように，EF 指標とBC 指標は同じ土地面積尺

度で表現すれば，環境バランスを簡便に提示できる．EF 指標は

様々な国・地域により算出されている．WWFなどの「Living Planet 

Report」11)では，世界約 150 カ国の EF 指標値を算出している．

日本では和田 12)により個人に対して EF 指標値が算出されてい

る．また，清岡ら 13)，氏原ら 14)，Poomら 15)によって，都道府県，

自治体と集落スケールの研究が進められてきた．  

EF 指標を用いて環境改善可能性に関する研究も数多く見られ

る．車利用抑制のためのソフト施策 16)，持続可能な土地利用政

策 13)（清岡ら，2005），ライフスタイルの見直し 17)（陳，2016）

などのシナリオによる環境改善可能性をEF指標で明らかにした

研究がある．しかし，それらの研究では個別な技術・政策を対象

にしたが，包括的な将来社会像を想定した算出がない． 

 

2.2 研究内容 

本研究では人口減少・技術の発展・居住者のライフスタイルの

見直しを考慮したうえ，エコロジカル・フットプリント指標を用

いて将来における環境バランスを予測することを目的にする．全

体の環境バランスを予測するため，研究対象は日本における全て

の都道府県とする．人口減少・技術の発展・居住者ライフスタイ

ルに関しては，シナリオ分析用いて推測する．なお，ライフスタ

イルの見直しは居住者の意識に強く関わっているため，本研究は

全国を対象にしたアンケート調査の結果に基づいて検討を行う．

また，シナリオ分析は も起こりうる単一の将来を想定するだけ

では，幅を持った起こりうる将来に対応することができないと考

えられる．将来には不確実性があり，将来の様々な状況に対して

適切な対応政策や計画を検討することには，予測の意味がある． 

以上なことによって，本研究は，まず3章ではアンケート調査

について記載する．また，既往研究により個人属性などが環境配

慮行動の重要な要素であると指摘されている．議論を容易にする

ために，調査対象を個人の年齢層・職業・世帯人員数によってグ

ループ化する．4章では環境バランスを評価する指標の算出方法

を明示する．ここでの算出はすべて公表されている統計データを

使用している． 

5 章では，Society5.0 が広く浸透した将来シナリオを設定し，

それによる環境バランスの評価を行う．Society5.0 の実現には，

道路交通システム，エネルギーバリューチェーンシステム，スマ

ート生産アシステムなど様々新しい技術や仕組みに対する理解

や異なる主体間の相互協力が不可欠であり，一定の社会連携のも

とで以下のシナリオが実現されると考える．具体的には，環境バ

ランスに影響が高い①スマートな農業，②スマートな移動，③ス

マートな移動手段，④スマートな家庭電力消費と⑤分散型電源の

5 つのシナリオを設定する．EF 指標を用いて各シナリオにける

環境バランスを定量化し，ライフスタイルの見直しが環境バラン

スに与える影響を明らかにする． 

 

3 アンケート調査の説明 

本研究に際して実施したアンケート調査概要を表-1に示す． 

本研究では居住者の意識を網羅的に把握するため，広い範囲で

より多いサンプルを取ることが望ましい．よって，全国3000人

を対象に，2016年2月4日から2月8日までの期間で，インタ

ーネットアンケート調査を実施した．様々な属性のサンプルをと

るため，地方・都市規模・年齢層別にセルを設定し，各セルにお

いては均等割り付けを行う．都市規模は，家計調査 18)の設計を

参考にし，大都市は「東京都区部・政令指定都市」，中都市は「政

令指定都市を除く人口15万以上の市」，小都市は「人口5万以上

15万未満の市」，町村は「人口5万未満の市」と定義する． 

アンケート調査の項目については，個人属性の他，ライフスタ

イルの見直しの実施意向について尋ねた．ライフスタイルの見直

しに関する質問は，①スマートな農業に関するもの（「国産飼料

使用の肉を購入」・「国産麦使用のパン・麺を購入」，②スマート

な移動に関するもの（節約・移動代替の意向），③スマートな移

動手段に関するもの（車の買い替え），④スマートな家庭電力消

【表-1】アンケート内容とシナリオ対応表 

 

シナリオ 質問 選択肢（シナリオへ対する⾏動） ⾏動の略称 削減EF要素
国産飼料⾁購⼊

国産⼩⻨パン・麺購⼊
前より（さらに）外出の回数を減らす
⾃家⽤⾞で移動する距離を短くする
今まで⾃家⽤⾞で⾏っていた移動を、公共交通、⾃転⾞、徒歩などへ代替する 移動代替
ハイブリット⾞（HV）への乗り換える HV乗換
プラグインハイブリッド（PHEV）⾞への乗り換える PHEV乗換
短距離の移動については電気⾃動⾞（EV）への乗り換える EV乗換
以前より(さらに)節約する 電気節約
省エネ家電への買い替えや、省エネリフォームをする 省エネ購⼊

⑤分散型電源 太陽光発電設備の設置をする 太陽光発電設備購⼊

エネルギー
輸送部⾨

ガソリン価格の値上げの程度
について、考えられる最も近
い対策をお選びください

電気代の値上げの程度につい
て、考えられる最も近い対策

をお選びください

エネルギー
交通部⾨

エネルギー
家庭部⾨

③スマートな移動⼿段

④スマートな電⼒消費

その他の調査項⽬
個⼈属性（職業、年齢、都市、都市規模区分、世代⼈員数）

家庭調理頻度、国産⾁購⼊率、ガソリン代、HV所有、PHEV所有、EV所有、省エネ所有、太陽光発電設備所有

「国産⼩⻨」パン・麺について、「輸⼊⼩⻨」パン・麺よりも何%程度⾼くても購⼊したいと思うか
「飼料も国産」の⾁類について、「飼料は海外産」の⾁類よりも何%程度⾼くなっても購⼊したいと思うか

ガソリン節約

①スマートな農業

②スマートな移動
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費に関するもの（節約・省エネ購入），⑤分散型電源（太陽光発

電設備購入）がある．具体的なアンケート内容とシナリオの対応

を表-2に示す． 

なお，調査対象を年階層などの個人属性により6つの居住者グ

ループに分類し，分析単位として設定する．このグループの分類

と各グループの定義を表-2 で示す．アンケート結果を用いて居

住者グループ別に環境改善行動の実施程度を把握する．また，一

般的な統計データをもとに，居住者グループごとの人数をウェイ

トつけることで，都道府県別の改善可能性を算出することができ

る． 

 

4. 環境バランス評価ツールの概要 

EF指標とは，人間活動に伴うCO2排出量や各種資源消費等を

土地面積に換算して表す総合的な環境指標である4)． EFを構成

する要素を表-1 に示す．同時に都市縁辺部の森林地と耕作地の

持つ環境受容効果をバイオキャパシティ指標 (BC 指標) として

定量化する．こBC とは，EF 指標値の各構成要受け入れるため

の土地利用面積．EF 指標値とBC指標値を比較することで，人

間活動により環境負荷のオーバーシュート（環境負荷超過率）を

定量的に示すことができる． 

EF と BC の計算手法については，対象とする都道府県内に居

住している人々の個人消費に着目した氏原ら(2010)より，

Ujihara-Taniguchi Model(以下UTモデル)を用いる．このUTモデ

ルによる計算が，個人の生活によるEFと，都市の有するBCと

環境バランスと結び付けて分析しようとするため，本検討に 適

である．要素ごとの詳細な算出は陳ら(2016)に改良した手法を用

いる．EF を式(1)に，BC を式(2)に，環境バランスを達成できて

いるかの指標となる環境負荷超過率を式(3)にそれぞれ計算式を

示す． 

 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  1  

：都道府県kにおける食料，動物飼料，衣料の為の作物生

産に必要となる耕作地 

：都道府県kにおける食肉，牛乳，毛糸の為の動物に必要

となる牧草地 

：都道府県kにおける製紙材料を採取するための森林地 

：都道府県kにおける都市的な活動を提供するために必要

な土地 

：都道府県kにおける排出された二酸化炭素を吸収するた

めに必要な森林地(民生家庭，交通) 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2  

：都道府県kの森林地面積 

：都道府県kの耕作地面積 

：都道府県k の牧草地面積 

：都道府県kの都市的な活動を提供するために必要な土地 

/ 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 3  

5. Society5.0に向けた環境バランスの将来シナリオ分析 

5-1. シナリオの設定 

本研究では，エコロジカル・フットプリント指標を用いて将来

の環境バランスを予測する．そのため，まずEF 指標・BC 指標

を算出するための人口を予測する必要がある．本研究ではコーホ

ート法を用いた「国立社会保障・人口問題研究所」19)の予測結果

を参考する．なお，society5.0の実現によるEF指標・BC指標の

算出はシナリオ分析で行う．各シナリオにおける削減可能な EF

要素を表-1に示し，具体的な設定と算出方法は以下に記述する． 

まず，Society5.0 の構想により，ICT やロボット技術を活用し

た低コスト・大規模生産等が可能となる．そのため，将来の国産

食料と国外食料の差額が現在より減少することが可能と考えら

れる．そのため，本研究では国産小麦と国産飼料使用肉を対象に

してアンケート調査を行う．具体的な質問を表-1 の①スマート

な農業に示しており，各差額における「国産購入」と回答した者

をアンケートで把握する．なお，Society5.0 の実現により差額が

年々減少する設定を行う． 

なお，①スマートな農業によって将来は在宅農業が広がる可能

性がある．そのため，本研究では耕作地増加というシナリオを設

定する．具体的には現時点における各都道府県の環境受容量にな

れない土地面積を算出し，それを人口で割ることによって，一人

当たりの低利用地を算出する．将来的には，低利用地を農地に再

生する設定をする． 

Society5.0 の実現には，高度道路交通システムがエネルギー利

用のスマート化やインフラアセットマネジメントシステム，地域

包括ケアシステムなどの他システムと相乗効果を発揮し，公共交

通機関の運転手不足等への問題に対応できるようになると想定

する．そこで，②スマートな移動シナリオでは，移動時間・距離

の短縮と公共交通の利用増加が予期している．本研究では，アン

ケート調査における「ガソリン節約」と「移動代替」と回答した

者をスマートな移動の分析対象にする． 

また，環境エネルギー技術革新計画により，省エネ住宅・家電，

太陽エネルギー利用，次世代自動車（HV，PHV，EV 等）など

の技術のロードマップ策定や国内外への展開・普及に必要な方策

等を示した．そのため，シナリオ③スマートな移動手段では，ア

ンケートで「HV 乗換」，「PHEV 乗換」，「EV 乗換」と回答した

者を分析対象にする．④スマートな家庭電力消費では，「電気節

約」と「省エネ購入」と回答した者を対象にする．⑤分散型電源

では，「太陽光発電設備購入」と回答した者を対象にする． 

都道府県別のEF指標の削減量を式(4)に示す．各シナリオの削

【表-2】居住者グループの定義 

 

番号 グループ グループの分け方

G−１ 高齢者 同居家族がいる65歳以上の人（主婦以外）

G−２ 主婦 15歳以上家事を主にする人

G−３ 単身者 15歳以上同居家族がいない人

G−４ 無職 15歳から64歳，同居家族がいる，職業がない人

G−５ 青年有職者 15歳から44歳，同居家族がいる，職業がある人

G−６ 壮年有職者 45歳から66歳，同居家族がいる，職業がある人
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減できるEF要素のうち，その実践可能性を加味し，グループ別

の潜在的な削減量を算出する． 

∑         (4) 

：都道府県kにおける環境負荷の削減量 

：EFの構成要素 j（ha） 

：行動 iの実践程度 

：行動 iの補足条件 j 

：都道府県kにおける居住者グループnの人口（人） 

各行動の補足条件は陳ら 9)の分析を参考にする．「飼料も国産」

の国産肉類の購入の補足条件はアンケート調査からの平均「国産

肉購入率」と平均「家庭調理頻度」により把握する．「国産小麦」

パン・麺購入の補足条件も同アンケート調査からの平均「家庭調 

理頻度」とする．「ガソリン節約」・「移動代替」の補足条件は削

減率 15％と設定する．「HV 乗換」「PHEV 乗換」「EV 乗換」の

補足条件はである削減率はアンケートからそれらの車種を所有

する人と所有していない人のエネルギー消費量の差で推計する．

「電気節約」の補足条件となる「電気使用量削減率」を 15％に

設定する．「省エネ購入」の補足条件となる「電気使用量削減率」

を50％に設定する．「太陽光発電設備購入」の補足条件は，80％

に設定する． 

都道府県別のBC指標の増加量を式(5)に示す．低活用地面積は

5年毎に5%増という設定を行う． 

    (5) 

：都道府県kにおける環境受容量増加量 (ha) 

：都道府県kにおける人口（人） 

：都道府県kの面積（ha） 

：現時点（2010年）における人口 

 

5.2 Society5.0の実現による環境バランスの達成可能性 

 5.1 のシナリオ設定によって推計した居住者グループ別環境負

荷削減可能量を図-1，将来の環境バランスを図-2 に表す． 

図-1により居住者グループ間の差異を明らかにした．G1高齢者

とG2主婦は国産食品への関心度が高いため，①スマートな農業

により，環境負荷の改善効果が相対的に高くなる．G6壮年有職

者は自動車の買い替えのような金銭が関連する行動に対する許

容度が高いと考えられ，③スマートな移動手段，④スマートな家

庭電力消費と⑤分散型電源の潜在削減可能性が高い．G3単身者，

G4 無職，G5 青年有職者の削減可能性が相対的に低いという結

果も得られた．その理由として，G3単身者，G4無職，G5青年

有職者は賃貸住宅に住んでいる，あるいは自動車などの固定資産

を私有する割合が低いことが考えられる． 

 図-2により，都道府県別の将来環境バランスを明らかにした．

縦軸はEF値，横軸はBC値をプロットしており，各ポイントよ

り伸びる矢印が，長期的な変化を示している．矢印の方向は1970

年から2010 までである．傾き r=1 よりも下部にプロットされる

都道府県が地区内のBCに見合った生活を達成しており，本研究

で設定した前提のもとでの環境バランスを達成したといえる．こ

の図から，都道府県の特徴によって，環境負荷量と環境受容量の

変化の程度が異なることが分かった．また，Society5.0 を実現す

るシナリオにより，半数以上の道県は2035年まで環境バランス

（r=1）を達成することができることが示された．13東京都・14

神奈川県・23 愛知県など三大都市圏における都道府県に関して

は，環境負荷量が大幅に減少していくに対して，環境受容量の変

化がほとんどない．これらの都道府県は2035年まで環境バラン

ス（r=1）を達成することができない．3 岩手県・20 長野県・21

岐阜県・29 奈良県など三大都市圏以外の道県では，環境受容量

の変化が顕著であることが分かった． 

 

6. 結論 

本研究では，人間活動に起因する環境負荷と地域が持つ環境的

な容量とのバランスに着目し，シナリオ分析を通じ，society5.0

の実現に向けた環境バランスを予測した．また，個人意識を考慮

して，ライフスタイルの見直しが将来の環境バランスに与える影

響を明らかにした． 

 その結果，society5.0の実現によって，2035 年までに日本全体

で環境バランスを達成する可能性があることを示した．一方，東

京都など三大都市圏における都道府県は2035年まで環境バラン

スを達成することが難しい．  

 一方，本研究で算出した環境負荷は居住者の個人消費に着目し

たが，家具製品・タバコなどの消費財が考慮されていない．また，

ライフスタイルの見直しについては，太陽光発電施設や電気自動

車の利用を分析したが，バイオマスや水素といった新エネルギー

の利用可能性も今後のアンケート調査で補足する価値があると

考えられる．なお，本研究では，都道府県スケールでの粗い検討

しか行っていない．住民の本来の日常生活圏等を考えると，より

細かい範囲（たとえば自治体，集落）で，人口構造・商業産業・

インフラ整備など地域特徴を配慮した具体的な政策提示が必要

である． 

 

参考文献 

1) 環境省「環境研究・環境技術開発の推進戦略につい

て」：http://www.env.go.jp/press/101295.html，( 終閲

覧 2017.02) 
2) 内閣府「科学技術基本計画」:http://www8.cao.go.jp/cstp/ 

kihonkeikaku/index5.html，( 終閲覧 2017.02) 
3) 内閣府「科学技術イノベーション総合戦略 2015」：

http://www8.cao.go.jp/cstp/sogosenryaku/2015.html，( 終

閲覧 2017.02) 
4) Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, etc.:The Limits 

to Growth A Report for the Club of Rome's Project on the 

 

【図-1】居住者グループ別環境負荷削減可能性 

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

G1 G2 G3 G4 G5 G6

①スマート農業

②スマートな移動
③スマートな移動
⼿段

④スマートな家庭
電⼒消費

⑤分散型電源

- 287 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.15, 2017 年 2 月 
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.15, February, 2017 

 

 

 

Predicament of Mankind, Universe Books, 1972  
5) Gallopin, G., Hammond, A., Raskin, P., and Swart, R., 

Branch Points: Global Scenarios and Human Choice, 
Polestar Series Report no.7, Stockholm Evironment 
Institute (SEI), Boston, 1997 

6) Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate 
Change 2014 Synthesis Report: https://www.ipcc.ch 
/report/ar5/syr/, ( 終閲覧 2017.02)  

7) International Energy Agency, Energy and Air Pollution 
2016 - World Energy Outlook Special Report: 
http://www.worldenergyoutlook.org, ( 終閲覧 2017.02) 

8) 2050 日本低炭素社会」シナリオチーム, 2050 日本低炭

素社会シナリオ：温室効果ガス 70%削減可能性検討: 
http://2050.nies.go.jp/report/file/lcs_japan/2050_LCS_Scen
ario_Japanese_080715.pdf, ( 終閲覧 2017.08) 

9) 陳鶴・松橋啓介・兪仕怡・谷口守：ライフスタイルの

見直しを考慮した環境バランスの将来展望－エコロジ

カル・フットプリントを用いて－，土木計画学研究・

講演集，Vol.54，P12，pp.2218-2225，2016． 
10) Wackernagel, M. and W. E, Rees:Our Ecological Footprint: 

Reducing Human Impact on the Earth, New Society 
Publishers (Canada),1996 

11) WWF:エコロジカル・フットプリント・レポート日本

2012, http://www.wwf.or.jp/activities/lib/, ( 終 閲 覧

2017.02) 
12) 和田喜彦:「エコロジカル・フットプリント」分析の考

え方と日本への適用結果―日本人の資源消費水準は永

続的か?,産業と環境,pp.58-63,1995 

13) 清岡拓未，谷口守，松中亮治：エコロジカル・フット

プリント指標を用いたローカルスケールでの持続可能

型土地利用政策の検討，都市計画論文集，No.40-3，
pp.55-60，2005 

14) 氏原岳人・谷口守・松中亮治：エコロジカル・フット

プリント指標を用いた環境負荷の地域間キャップ&ト

レード制度の提案-“身の丈にあった国土利用”に向け

た新たなフレームワークの構築-，都市計画論文集，

No.43-3，pp.877-882，2008 
15) Poom A., Ahas R., Orru K.: The Impact of Residential Location and 

Settlement Hierarchy on Ecological Footprint, Environ Plan A, 
vol.46 no.10, 2369-2384, 2014 

16) Birch.R. Wiedmann T., and Barrett.J：The Ecological 
Footprint of Greater Nottingham and Nottinghamshire, 
Results and Scenarios,2005. 

17) 陳鶴・谷口守：環境バランスエリアの達成にライフス

タイルの見直しが及ぼす可能性，環境システム研究論

文集，Vol.44，pp.2016． 
18) 総務省統計局．家計調査標本設計の概要（平成 25 年）：

http://www.stat.go.jp/data/kakei/hyohon.htm， ( 終閲覧

2016.07) 
19) 国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口

（平成 24 年 1 月推計）」：http://www.ipss.go.jp/syoushika 
/tohkei/newest04/hh2401.asp，( 終閲覧 2016.07) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【図-2】居住者グループ別環境負荷削減可能性 
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