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CVMによる公共牧場の公益的機能の評価

加藤弘二

Valuing Recreational Benefits of Public Pasture by CVM. 

Koji KATO 

Resume 

This study was conducted to estimate the recreational b巴nefits of public pasture using 

contingent valuation method (CVM). The study took place in Ozasa pasture in Tochigi 

prefecture， which is visited by且pproximatelya million visitors a year. The data was collected 

by in-person inぬrv叩 ws011 the site. The payment vehicle used was the entrance fee， and th巴

elicitation method used was a dichotomous choice with a followべlpquestlOnnmre. 

In analyzing data from a dichotomous choice with a follow-up questionnaire， it is important 

for the r巴searcherto acknowledge how the respond巴ntsanswered the second question. In some 

cases， it was assumed that the first and second responses were based on an identical willingness 

to pay (WTP)， following Hanemann et al. (1991). In oth日rcases， by following Cameron and 

Quiggin (1994) the identical WTP is not assumed 

In order to investigate how the respondents answered a dichotomous choice with a followωup 

questionnaire， a bid function was estimated using the model givel1 by Cameron and Quiggin 

(1994) (CQ model). Th巴 bidfunction with some restriction was also tested (Table 6). Th巴 r巴sult

of the testing shows th且tthe hypothesis of identical WTP (WTPIi WTP2，) is reject日d.This 

means that the respondents' answer to the first and second questions were based on the 

respective WTPs. The error terms of both bid functions (e 1， e ，) are highly correlat巴d.

If the respondent reevaluate the WTP on th巴 secondqu巴stion，it is a cOl1cern that the first 

respons巴 willhave an effect on the WTP. In this cas巴， the WTP estimated from the second 

response is not reliable. To analyze the effect of the first response， the bid function was 

estimated by adding 11 (the first response) to the explanatory variables of the second bid. As a 

result， the estimated parameter for 11 is not significantly different from O. Therefore the effect 

of 11 on WTP， is not a significant problem. 

1n ord巴rto ascertain the validity of the CVM estimation， the result was compared to th日

recreational benefits for ol1e day visitors estimated by travel cost m日thod (TCM) . The 

comparison shows that th日 CVM estimate is 20% smaller than TCM. This is because the 

entrance fe巴 wasused as the payment vehicle. While a downward bias of the CVM estimate is 

foreseen， the difference between the two estimat巴sare relatively small. Ther巴forethe CVM 

estimation is valid 
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本稿の目的は， コンティンジェント評価法(CVM:

contingent valuation method 仮想条件評価法，仮

想状況評価法とも呼ばれる〉を用いて公共牧場の公益的

機能を評価することである。現在，地方自治体や農業協

同組合が所有する公共牧場は全国で約1，200ヶ所，公共

牧場が管理する草地面積は約10万h且である。農業の公

益約機能が注目されるなかで，特に公共牧場は，その元

来からの性格もあり，生産函以外の公益的機能を発揮す

るように期待されている。評価の対象は栃木県の大笹牧

場である。大笹牧場は，年間100万人の来訪者があり，

来訪者の数では全国屈指の牧場である。来訪者数のみで

判断できるわけではないが，公益的機能を発揮している

代表的な牧場のーっといえるだろう。

CVMは，アンケートにおいて仮想的な環境の変化を

示し，それに対する支払い意志客員(WTP:willingness 

to pay)または受入れ意志額(WTA:willingness to 

accept)を調査する方法である。 CVMの質問形式のな

かでは，二項選択法がバイアスが最も小さい方法である

といわれている。さらに近年では，田答者への情報不足，

統計的効率性を高めるために回目の質問に対する回

答に応じて追加的に質問を行うニ段階二項選択法が多く

用いられている。本稿の分析においても，質問形式は二

段階二項選択法を探用する。

ニ段階二項選択法で得られた回答をもとにWTPを推

定する場合には 2鴎自の回答をどのように解釈するか

によって，異なるモデルが考えられる。本稿では，二段

階ニ攻選択法における推定モテ‘ルについての考察を行い，

2回目の質問に対する回答行動をどのように解釈するの

が適当かを明らかにする。

さらに本稿では， トラベルコスト法(TCM: trav巴l

cost method)を用いて大笹牧場の公益的機能を評価し，

CVMによる評価結果と比較する。同じ対象を二つの異

なる手法で評価することにより，それぞれの計測結巣の

妥当性が高まることが期待されるO もちろん，どちらの

手法においてもバイアスが生じる可能性はある。しかし，

向ーの財を二つの異なる手法によって評価し，その結巣

が整合するものであれば，これらの計測結果が妥当だと

いうことの根拠の一つにはなるであろう。

以下，第 1節では，他の評価手法と比較したときのC

VMの特徴を繋理し， CVMを用いた計測の妥当性と信

頼性について述べる。第2節では，本穏で実施したCV

M調査の概要を述べる。第3節では，分析モデルについ

て説明し，第4節では， CVMによる計部結果を示す。

第5節では， TCMによる計iJ[IJ結果を示し， CVMの計

測結果と比較する。

1. CVM について

1.1 CVMの特長と問題点

CVMは，アンケートにおいて，仮想的な環境の改善

または悪化を示し，その変化に対する支払い意志客員また

は受入れ意志額を調査する方法である。 TCMやへドニッ

ク法と比較したときのCVMの特長としては，

@市場活動のデータを必要としないため，適用範囲が広

し、。

@現在の利用価値ばかりではなく，将来の利用に関わる

遺絵師篠，オプション価億，財の利用とは関係ない存

在価値まで評価することが可能である。

@推定の際に特別な仮定をおく必要がない。

@得られる評価額が補償的余剰i]CSまたは等価的余君主IJES

という理論的に適格な厚生測度である。

ということが挙げられる。一方， CVMの問題点としては

@評価が仮怒的な状況に対するアンケート調ままに依存す

るため，屈答にバイアスが生じる可能性がある。

@問答の信頼性が疑わしい。

ということが指摘されている。

CVMで得られた環境の評価が信頼できるか否かを検

討した研究で最もよく知られているものは，アメリカ商

務省によって招集されたNOAAパネルのワポートであ

る (Departmentof Commerce， 1993)。これは，環

境被害アセスメントを行う擦のCVMの適用基準を確立

することを目的とした検討委員会であり，メンパーには，

K.アロー(K.Arrow)， R.ソロー(R.Solow)などの

著名な経済学者が含まれていた。最終的に提出されたリ

ポートでは， CVMによる評価は信頼に値すると結論づ

けられている。また，このリポートではCVMを適用す

る際のガイドラインが述べられている。

1.2 CVMの妥当性と信頼性

CVMによって推定されたWTPが真のWTPとどの程

度一致するかを評価するには，妥当性と信綴伎のニつの

側面が主重要である(Mitchelland Carson， 1989)。妥

当性とは体系的なエラー(バイアス)が小さいことであ

り，信頼性とはランダムなエラーが小さいことである。

まず，妥当性について簡単に述べる。調査において表

明されたWTPをRWTP，真のWTPをアWTPとすると，

バイアスカtないということは，

E(RWTPi-TWTP，) = 0， '<Ii 

ということである。このとき，全回答者の平均WTPに

ついては，

E(RWTP-TWTP) = 0 

となる。したがって，バイアスが小さい(妥当性が高い)



ほど，推定された平均WTPが真の平均WTPtこ近い値と

なる。バイアスはCVMのあらゆる段衛(サンフ。ルの選

択，評価する財の特性，支払い形態，質問方法，閤答者

に与える情報など)で生じる可能性がある。バイアスが

生じないよう中立的な調査設計を行うことはもちろんで

あるが，バイアスが避けられない場合には，それがどの

ような原因で生じるか，どちらの方向で生じるか，を把

握することが重要となる。

信頼性も推定されたWTPが有効であるために重要で

ある。 RWTPの標準誤差は，

d潟市 =a /、/五

d ==4t(RmRWTP)2 
n-l iニ l

と表される。バイアスがOであるとすると，TWTPは，

RWTPを中心として a高石に対応する幅をもっ区間

の中に入る。したがって，分散が小さく，サンフ。ル数が

大きいほど，推定された平均WTPは有効である。信頼

性を高めるためには，回答者が慮、味のある回答をするよ

うにしなくてはならなL、。そのためには，仮想的状況を

屈答者が理解しやすいこと，支払い形態や質問方法が回

答者にとってなじみやすいものであることが蜜姿である。

CVMにおいては，バイアスと分散はどちらも小さい

ことが浬想的である。しかし，両者がトレードオフの関

係となる場合もある。このような場合の選択基準として，

平均平方誤差(MSE)基準がある。 MSE基準では，パイ

アスの 2棄と分散の和が最小となるような調査方法が選

択される。この基準に従えば，バイアス(特にその方向

がわかっているバイアス)を増加させても，ランダムエ

ラーを減少させるような調査設計が望まれることがある。

1.3 TCMとの比較による妥当性の検証

CVMの妥当性を検託する方法として， TCMやへド

ニック法による計測結果との比較が挙げられる。 CVM

は仮想的な質問に対する回答に依存するため，データが

客観的でないことが問題とされている。観測された市場

データを利用するTCMやへドニック法を適用して同ー

の財を評価し， CVMの計測結果と比較することで， C 

VMにおける客観性の欠如を補うことができる。 TCM

やへドニック法が適用できる状況は限られでいるが，こ

れらの手法で同ーの財を評価できる場合には， CVMの

妥当性を検証する有力な手段となる。

CVMとTCMの比較は，森林，海浜などのレクリエー

ション地を評価する際に多く行われてきた o 8本では，

梅閣と景観作物の評価を行った藤本(1995)の研究，水辺

環境の評価を行った田村ら(1998)の研究などがある。既
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伎の研究では， CVMの評価額とTCMの評価額は近似

する例が多い。これは， CVMの妥当性を支持するもの

である。また， Seller et al. (1985)と藤本(1995)は，

質問方式の比較を行い，二項選択法がバイアスの少ない

質問方式であることを示しているO

1 OtJえば， S巴lleret al. (1985)， Smith et al. (1986)， 

Haneley(1989)などがある。

2. 議室筆方法

2. 1 調査の実施概要

評価の対象は栃木県の大笹牧場である。アンケートは，

現地における来訪者に対する面接調査によって収集した。

アンケートでは， CVMtこ関する項目のほかに，旅行の

日程や目的地などの旅行全体に関する項目，訪問した理

由や滞在時間などの大笹牧場に関する項目，性別や年齢

などの来訪者の属性に関する項目なども質問している。

さらに， TCMによって評価額を算出するために， トラ

ベルコストを算出するための項目(居住地，交通手段，

使用した道路など〉も質問している。面接調査は， 1997 

年8月98から24日の聞の 7臼間，大笹牧場全域で実絡

した。 CVMtこ関する質問の回答件数は604件であった。

調査の際には，できる限り無作為に牧場全域で係りなく

アンケートの依頼を行った。さらに回答を拒否された割

合も小さかったので，ほぼ来訪者の平均約な性格を把撲

できている。

続いて，アンケートの結果をもとに来訪者の特徴を述

べる(表1)。まず，来訪者の居住地をみると，県内は

もとより関策一円から米訪者があることがわかる。関東

地方からの来訪者は全体の98%を占め，関東地方以外か

らの米訪者は少ない。旅行の日程は，半数以上の人が 1

1白2日以上である。大笹牧場にも宿泊施設(キャンプ場)

はあるが，それを利用する人はごく少数であり，大部分

の人は近隣の観光地に宿泊する。主な宿治地は，鬼怒川

温泉， 日光，緩i怒高原，栗山村などであり， これらはす

べて大笹牧場から 1時間程度の距離にある。グループの

構成は，家族連れが約8筈IJである。また，来訪者の中に

は小学生以下の子供が多く，全体の 3分の l近くを占め

ている。回答者の年齢は全年齢j欝にわたっているが，小

学生以下の子供をもっ30代の来訪者が中心である。

次に，大筏牧場に関する質問項目についてみる。大笹

牧場への総来訪問数は 1回(初めての来訪〉の人が約

3分の lであるのに対し， 3回以上来たことがある人も

3分の lを占めており， リピーターもかなりの程度いる。

しかし年間の来訪自数は 8割程度の人がl回であり，
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Table 1. Results of the Questionaire 

Habitation (Prcfccturc) 

Tochigi Saitama 1、okyo Chiba lbaraki Kanagawa Gumna Others 

250 104 86 53 46 32 25 12 

41.1% 17.1% 14.1% 8.7% 7.6% 5.3% 4.1% 2.0% 

Thc Icngth of the journcy 

1 Jay 2 days 3 days 4 days ormor己

268 177 137 26 

.U.I% 29.1% 22.5% 4.3% 

With whom did vou come here? 

Fumily Friends Other Family & FrienJs 

463 81 47 17 

13.3% 7.7% 2.8% 

Visitors' age group 
Junior high 

Inum! Sch∞!child or High GroWlトup Nodata Total 

school 
423 527 110 1864 56 2980 

14.2% 17.7% 3.7% 62.6% 1.9% 

Rcspondcnt's age 

unJ己r20 20-29 30よ39 40-49 50-59 60 or older 

I1 116 236 142 65 37 

1.8% lヲ1% 38.9% 23.4% 10.7% 6.1% 

TOlal lllJIllbcr of 、'isilS10 Ihis place 

2 3 4 or more 

226 115 65 202 

37.2% 18.9% 10.7% 33.2% 

Thc numbcr of visits 10 this place in a y凶 r

2 3 4 or lI10re 

481 83 28 15 

79.2'% 13.7% 4.6% 2.5% 

Thc lenglh of stav here. How long do you stay here'! 
kss lhan 30 30 min但]

1-2 hours 2-3 hours 3-4 hours 
more than4 Average 

1l111l hour hours (min.) 

Ll 103 245 156 63 27 116.64 

21% 170% 40.4% 25.7呪》 10.4% 4.4% 

The purposes of visit. Why do you COIlle here'! (One or more) 

(a) (h). Playingι) Se己Illg (d) (t) Milk 
(g). Drop III (h) Other Bealltit'ul 011 a hll 日ーt l bζ3 it i ( 己). LUllch and milk 

landscan.: plau' llllllnals 1{.:laxatlO日 prouuιls 
on the wuy 

an，当capιpwじt

127 19(， 132 12(， リ4 iりo 145 5リ

2() リ(~'() .122% 21.7% 20.7% 15.5% 31.3% 23.8% り7%



大笹牧場は日常的に訪問するような性格の場所ではない

ことがわかる。訪問の自約としては， ドライブの途中に

立ち寄った人やレストハウスで売っている牛乳や乳製品

を目当てにしている人も少数ではないが，景色をみる，

広々とした場所で遊ぷ，動物をみる，のんびりする，と

いうように牧場のもつ公益的機能が来訪日的になってい

る場合が多い。滞在時間は， 30分未満の人は 2%程度で

あり，ほとんどの人がある程度の時間を牧場で過ごして

いる。平均の滞在時間は約2時間である。

2.2 仮想市場の設定

先に述べたとおり， CVMでは調査における仮想状況

の設定が非常に主重要である。以下に本稿のCVM調室長の

設計について述べる。

評価対象とする財の定義

評価対象とする財は，来訪者が大筏牧場を訪れること

で享受する公益的機能である。そのなかには，景観， {;呆

縫・休養機能，教育的機能などが含まれており，すべて

の機能をまとめて評価する。

農業の公益的機能から生じる価値には，現在の使用価

値以外に，将来の使用可能性から生じるオプション価値，

将来日士代の使F誌を期待する遺贈価値，使用とは関係ない

存在価値がある。これらはすべてCVMで評価すること

が可能であるが， ここでは， トラベルコスト法との比較

を行うので，現在の使用価値だけを評価する。また，現

在の使用価値の中でも，評価対象は来訪者が享受する公

益約機能のみであり，近郊の往民が受ける国土・環境保

全機能，牧場本来の幾度物生産機能は評価されない。

評価主体

評価主体すなわちアンケートの回答者比大笹牧場を

T2u
円支払ってもよいと思いますか?

Y巴S¥¥¥No

訪れた人であり，各グループの代表一人に質調した。

支払い形態
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支払い形態は一人あたりの入場料を採用している。支

払い形態を設定する際には，回答者にとってわかりやす

し自答にバイアスを与えない形態が必要である。入場

料は下方バイアスを生む可能性がある支払い形態である

ことが指摘されている。しかし，現在の使用価値に対す

る支払いであること，回答者にとってわかりやすいこと

を考慮して，入場料という支払い形態を選択した。

2.3 質問方法

質調方法は二段階二項選択法を主に採用し，比較する

ために支払いカード方式を併問している。二項遼択法は，

CVMの質問方法のなかで，最も回答者の心理的負犯が

小さく，バイアスを回避できるものと考えられている。

近年は，二項選択法の統計約効率性を向上することを目

的とし回目のYes/Nolこ応じて追加的にもう 1間

質問をする二段階ニ項選択法が多く用いられている。他

に二段階ニ環選択法には，問答者への情報不足を解消し，

賛成臨答バイアスや戦略的バイアス小さくするというメ

リットもある。一方，ニ回尽の田答が 1回目の提示額の

影響を受ける可能性も指摘されている(吉田ら 1997c)。

ニ段階二項選択法の流れは図 lのようになる。 1回目

の提示額(TJ)に対し回答者が支払う (YES)と答えた場

合には朗自よりも高い金額(T2Jを提示し支払い意

志、を問う。 1盟国の提示額に対しNoと答えた場合には，

1回目よりも低い金額(T2d)を提示し支払い意志、を問う。

異体的な質問文は以下のとおりである。

(1)入場料が一人あたり TJ河の場合(小学生以下は半

額)，あなたは現在のように大笹牧場を訪れますか 7

Figure 1. The Concept of Dichotomous Choice with Follow-up Questionnaire 
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(1)でYesの場合 (2)入場料が一人あたり T2" 答が少なくなり，最も高い提示額の組合せ (T1 : 1，000 

円ではL、かがですか?

(1)でNoの場合 (3)入場料が一人あたり T2d

河， T2": 1，500円)でYes-Yesと答えた田答者は 5%未

満である。これは，既往の研究と比較しでも十分に低い

績となっている2。このことから，回答者は支払い金額

を考慮して罰答しており，提示金額に関わらずYesと答

えることから生じるよ方へのバイアス(賛成回答バイア

ス〕は臨避できていると考えられる。回答数404のうち，

抵抗回答と分類される回答は72であり，全体の20%以下

である。

円ではいかがですか?

TI> T2"' T2dlこは，表2に示す 6種類の金額の組合せの

中から一つが入るl

l回目 2回目の質問ともにNoと答えた回答した人

に対しては，その理由を質問したo Noと答えた理由と

して， Iある程度の価値はあるとは恩うが，入場料はと

るべきではない。」を選択した国答者は，牧場の公益的

機能は認めているが，入場料をとるという設定を認めて

いないものと考えられる。そこで， これらの回答者は紙

抗回答(Prot巴stNo)とみなし，分析対象から外すこと

にする。

二段階二項選択法と比較するために，併行して支払い

カード方式による質問も行った。支払いカード方式では，

問答者に10の選択枝の中から，支払ってもよいと忠われ

る入場料の上限を選んで、もらっている。選択肢は，二段

階二項選択法と対応、をとるように設定した。 WTPをO

円とした回答者には，その理由を質問し，抵抗自答かど

うかを判断する。

2.4 翻資結果

ニ段階ニ演選択法のアンケートの集計結泉を表3に示

す。提示金額が高くなるにしたがい，それを受諾する回

Table 2. Altenative Bids for Entranc巴 F巴巴.(Yen) 

Tl T2" T2d 

100 200 50 

200 300 100 

300 500 200 

500 700 300 

700 1，000 500 

1，000 1. 500 700 

支払いカード方式のアンケートの集計結巣を表4に示

す。最も多い臨答額は300~499円の範閣である。抵抗田

答は200件の回答のうち27件であり，割合は二段階二項

選択法と比較するとやや低くなっている。

2.5 バイアスの可能性と対処方法

分析に先立って，本章の調査で生じる可能性のあるバ

イアスについて述べる。ここでは，アンケート調査の対

象が係ることによる標本抽出バイアス，アンケート調査

において生じる可能性のある情報バイアスとインタどュ

アーバイアス，入場料という支払い形態に関わって生じ

るバイアス，二段階二項選択方式という質調形式に関す

るバイアス，抵抗回答の取扱いから生じるバイアスにつ

いて考祭する。

襟本抽出バイアス

CVMのデータを収集する際には，アンケート調査の

対象が偏らないことが重要である。本調斎は，牧場への

来訪者に対するものである。アンケート調査は，牧場の

全域で無作為に行っているので，誠資対象は来訪者全体

の性格をほぼ反映しているものと考えられる。また，面

接調査であるため，回答を拒否された割合は小さい。さ

らに，回答拒奇の理由は時間がないという場合がほとん

どであり，支払いの諾否と回答拒否子とは関係がないよう

である。したがって，本務査では様本抽出バイアスは大

きな問題とはならない。

Table 3. Responses to the Dichotomous Choice with Follow-up Questionnaire. 

Eff巴ctlv巴

1st 2nd Yes/ Yes Yes/ No No/ Yes No/ No Protest No Responses S旦mpl巴S

100 200/50 46 10 O 3 9 59 68 

200 300/100 41 3 6 5 13 55 68 

300 500/200 30 15 6 6 9 57 66 

500 700/300 23 17 11 5 12 56 68 

700 1，000/500 8 13 13 15 18 49 67 

1，000 1，500/700 2 6 10 38 11 56 67 

Total 150 64 46 72 72 332 404 



Table 4. Responses to the Payment-Card Question 

1-49 0.5% 

50-99 5 2.5% 

100-199 17 8.5% 

200-299 35 17.5% 

300-499 55 27.5% 

500-699 35 17.5% 

700-999 5 2.5% 

1， 000-1.499 3 1.5% 

1. 500 or more O 0.0% 

Protest No 27 13.5% 

Effective 

200 

Mean WTP 359.54 

情報バイアス，インタピュアーバイアス

評価する財やシナリオが回答者にとってわかりにくい

ものである場合，アンケートにおいて回答者に与えられ

る情報によって，閤答者の支払い窓志額が大きく彩饗を

受けることが指摘されている。また，インタピュアーの

誘導的な質問も臨答者が支払い意志、額を過大もしくは過

小に表明する涼閣となる。本総査の場合には，評価対象

が回答者が実際に訪れている牧場であり，支払い形態も

入場料というなじみの深い方法を採用しているので，回

答者にとって，質問の意味を理解することは容易である。

以上のことから，情報バイアスやインタピュアーバイア

スは大きな問題にはならないと考えられる。

支払い形態に関するバイアス

CVMのシナリオは，毘答者にとって理解しやすいも

のであるとともに，回答者が支払い意志額を過大または

過小に表明するインセンティフ悼を持つことがないように

設計しなくてはならない。

本稿で採用した入場料という支払い形態は，中立約で

はないことが指檎されている特に調査結巣をもとに

実際に入場料が決定されると匝答者が考える場合には，

回答者は，決定される入場料を{尽くしようとして，実際

の支払い意志客員よりも低い金額を表明する戦略的行動を

とることが予定長される。また，支払い形態を入場料とし

た場合には，他のレクリエーション施設の入場料を尺度

として表明する金額を決定するため，回答者の表明する

支払い意志綴が実際の便益をJ.>Z挟しない可能性もある。

このように入場料という支払い形態には中立性という点

では問題がある。

23 

しかし，本稿の場合，鴎答者(来訪者)が最も理解し

やすい支払い形態は入場料であり，税金や基金という形

態では，来訪者に立すする便益のみを評悩することは事実

上不可能である。そこで，中立性では問題はあるが，本

稿では入場料という支払い形態を採用した。戦略的バイ

アスに関しては，質問の際に現実に入場料を導入する計

画はないことを明らかにし，回答者の戦略的行動による

下方バイアスが小さくなるようにしている。

質問方式に衡するバイアス

本稿では二段階二項選択法を採用している。二項選択

法は回答者の心理的負担が小さく， f也の手法と比較して

バイアスの小さい方法と考えられている。二項選択法に

おいて生じる可能性があるバイアスとして挙げられるの

は，賛成回答バイアスと呼ばれるものである。賛成自答

バイアスとは，自答者が評価する財の価値を認めている

場合に，提示金額iこ関わらずYesと答えることであり，

上方へのバイアスを生む。本調資の結果では，提示金額

が高くなるにしたがいそれを受諾する回答が少なくなっ

ており，最高提示額を受諾した問答者の割合は十分に低

い値となっている。このことから，回答者は支払い金額

を考慮して回答しており，賛成回答バイアスは回避でき

ていると考えられる。

また，二段階二項選択法においては，付け値ゲーム方

式と陪様に， 1回目の提示額が2回目の毘答に影響を与

える可能性が指摘されている(始点バイアス)。この場

合問自の回答と 2毘自の回答は反対になる傾向が強

くなるはずだが， このような傾向は確認されなかった

(詳細は 4.3を参照。〉。以上より，質問方式によるバイ

アスは大きくはないと考えられる。

抵抗白答の取り扱い

支払いを拒否した回答者の中で低抗回答は推計の対象

から除く必姿がある。しかし，抵抗回答と通常の支払い

拒奇とを完全に区別することは困難であり，抵抗陸答の

取扱いによって，評価額は過小にも過大にもなる得る。

本穏では 2屈とも支払いを拒否した人にその理由を質

問し，抵抗回答かどうかを判断した。本来ならば抵抗回

答は提示金額の仮に関係なく生じるはずであるが，表3

をみると，提示客員が高くなれば抵抗回答が増える傾向に

ある40 これは，抵抗屈答に分類された回答者の中に，

抵抗回答に分類されるべきではない(もっと低い値段な

ら払ってもよいと考えている)人がいる可能性があるこ

とを示している。通常の支払いお否を抵抗回答に分類し

推計対象から外してしまった場合には，平均WTPは過

大評価となる。
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i 金額は前年に行った支払いカード方式の誠査の結果

をもとに選択した。

2 二段階二項選択法を適用した事例における最高提示

金額での受諾率は，吉田ら(1997a)で0%と6.4%，

吉田ら(1997b)で13.0%と3.4%，古関ら(1997c)で

12.3%である。

3 例えば， Mitchell and Carson(1989)を参照。

l回目の提示額が300円以下のグループでは抵抗回

答の割合が15.3%であるのに対し， 500河以上のグ

ループでは20.3%となっている。ただし， この差は

5%の有意水準で有意ではない。また，支払いカー

ド方式では抵抗回答の割合が13.5%である。

3.分析モデル

本節では，二段階二項選択法の質問に対する国答から

付け値関数(回答者個人の属性， I啓好などから支払い意

志磁を求める関数)を推定するそデルについて説明する。

二段階二項選択法では 2回目の回答をどのように取り

扱うかによって，採用するモデルが決まる。本穏では，

Cameron and Quiggin(1994)のそデル(以下CQモ

テ、ル)を用いて分析を行う。まず，一段階の回答に基づ

くモデルを説明し，その後， 2穣類の二段階ニ項選択モ

テソレを説明する。

3. 1 基本モデル

ニ段階モデルに先立って回の回答に基づいて付け

値関数を推定するモデルを述べる。回答者Lの支払い意

志額をWTPi，提示金額をTiとし，提示額に対する臨答

をL(Yesの場合は1， Noの場合は 0)とする。すると，

回答者は以下のように由答すると考えられる。

WTPiミTiのとき，L = 1 支払いを受け入れる)

WTPi<Tiのとき，L = 0 支払いを拒否する)

続いて，回答者の属性，晴好を表すベクトルを Xiと

し，付け値関数の定式化を行う。付け値関数の関数型と

誤差項の分布については様々な形式が考えられるが，本

稿では，付け値i努数の関数裂を線形，誤差項の分布を正

規分布と仮定する。 βを係数ベクトル， ε:をN(O，σ2)

に従う誤差項とすると，付け{直関数は以下のように表さ

れる。

WTPi=β.Xi十 E.， (1) 

L=lのときは，WTE与さ Tiなので E.i/びみ (Ti-

β'xJ/σである。また，1i 1のときは， εi/σ< 

(Ti β'Xi)/σである。このときE.i/σ(ココ Zi)は

標準正規分布に従う確率変数である。ここで， ゆを標準

正規分布の密度関数， φを累積分布関数とすると，対数

尤度関数 logLは，

V 手{L叫f円二五 φ(z)dzJ 
1円 β .X， 、

+(1寸)log[f二「 φ(z)dzJf 

= ~{ldOg[lφ ( T.-:'Xi)J 

十(1加g[φ a 叶

(2) 

と表される。ここで， (2)式を最尤法で推定することに

より， sとσが推定され，付け値関数が得られるO

3. 2 ニ段階二項選択モデル

二段階二項選択モデルでは，回答者は 2田の質問に対

して以下のように回答すると考える。

I回目

WTPli議 Tliのとき ，1u 1 (支払いを受け入れる)

WTPIi< TIiのとき，11i = 0 (支払いを拒否する)

2団自

WTP2iミ主 T'iのとき，12i 1 (支払いを受け入れる)

WTP'i<T2iのとき，12i = 0 (支払いを拒否する〉

ただし，T2iは回答者 Lに2回目に提示された金額であ

り，11i 1の場合lまれ =T，似，1li = 0の場合はお口T2di

となるo ここで，どのようなモデルを採用するかは，

WTP1iとWTP2iの関係をどのように怨定するかに依存

する。一般的に用いられているのは， Hanemann et al. 

(1991)によって示されたモデルである。このモデルでは，

l回目と 2自尽の質陪で回答者は向ーの支払い意志額に

基づいて回答する (WTP1i出 WTP2，)と想定している。

これに対し， Cameron and Quiggin (1994)は，問答

者が 2回目の屈答では I回目とは異なる支払い意志、額に

基づいて回答すると仮定する。 2国自の自答の際には，

支払い意志、額WTP'iが 1回目の回答に彩饗を受けるこ

となどが考えられるからである。彼らは，WTP1iとWT

P2iの分布を正の相関係数をもっ 2変量正規分布(BVN)，

つまり，

(WTPli， WTP，，) ~BVN( βf ・ X叫メ9，・ X2i ， σf，び;， ρ)

(ただし， ρ>0)

と仮定している。ここでは，誤差項だけではなく，付け

値関数の変数とパラメータも 1問呂と 2回目では奨なる

ものと仮定されている。

3.3 Cameron and Ouigginの2変譲モデル (CO

モデル)

2田の質問に対して，以下の付け値関数を想定する。

WTP1i=βr ・X1i+ε1i

WTP2i=β2・X2i+ε2ι(3)

ただし， (ε 向 ε2，) ~BVN(β， -X 1i， β2・ XZi ， σ 人 σJ ， ρ)
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4節では， CQモデルについて計測を行い，そのなか

で、制約のーっとして，WTP1i = WTP" と仮定したモデ

ル(以下変議モデノレ)について検証する3。

1 計測には， Econometric Software社のLIMDEP

ver.7.0を用いた。

， Hanemann et al.は正規分布ではなくロジスティッ

ク分布を使用してモデルを構成しているが，

Cameron and Quiggin は2変遺モデルとの比較

を行うために，正規分布を使浴してモテソレを檎成し

ている。本稿でもこれに従った。

3 支払いカード方式の回答については，

による計j刻を行う。

l変量モデル

ベクトルむとわを檎成する変数はfOlーではなく，特に

おには l回目の質問に対する回答1，が含まれる可能性ー

もある。また，問ーの変数X1kとX'hに対しでも係数βlk

とβ2kの値が時じであるとは限らない。

主ま本モテソレの場合と同様に， 11ι ココ 1のときは εli/σ: 

<(T1iーメヲ，'Xu)/ σI，L=Oのときは ε1;/σ，<(T1i

j3， 'Xu)/ σiである。 2屈自の回答についても同様で

ある。 ZIi=εli/σ1，Z2i=ε/σhとすると ，(Zli， Z2) 

の分布は 2変遺標準正規分布lこしたがう。

(Zli， Z2i)~BVN(0 ， 0， 1， 1，ρ〉

ここで，g(Zん Z，)を2変重襟準正規分布の密度関数と

すると，

(Z1-2 P Z1Z，+Zi¥ 
exp¥ (2-2ρ")) 

と表すことができ，対数尤度関数は以下のようになる。

iψf{rι10( 

(4) g(Zl， Z2) = 

4. 1 データ

(3)式のように付け値関数は線形とする。説明変数と

しては，アンケートで調資した項目の中で支払い意志額

に影響を与える可能性のあるものを考慮した。大別する

と，旅行のグループ織成や臼程についての項目，大後牧

場への来訪問数，滞在時間などの項目，米訪の臼的，牧

場についての評価，年齢や所得などの回答者の長毒性であ

るO 付け値関数の説明変数の詳絡を表5に示す。

なお，推定の際には，すべての変数について，サンプ

ルの平均伎との室長をとっている。つまり回目の回答

における付け値関数では，ベクトル Xu(立，

4.計浪Ij結累

寸
I
l
l
-
-

ゐ2
 

ク
h
N

r
d
 

)
 

予命フNク
N(
 

u
b
 

g(ωωJ 
T.. β，'X/， Ttd，~ jJ，，"X向、

十0-11)0 -1，)10正にγJプァーぷz1，dωz]
般定するパラメータは係、数ベクト Jレメヲハ メ弘模管誤差びh

び2，および， 2変遺正規分布の密度関数g(Z1，Z2) (こ含まれ

ている治関係数ρである。この 2変議プロビットモデル

を計測することでパラメータを推定することができる:0

3.4 Hanemann et al.の仮定(1変重量モデル)

一般的に用いられているHanemannet al. (1991)の

二段階二項選択モデルでは，回答者は l回自の質問と 2

回包の質問におJし，同じ支払い窓忘額をもとに回答する

と考えられる。つまり ，WTP1i WTP2i出 WTPiと仮定

する。これは， CQモデルで， β，=β2> σ1=02'ρ 1  

の制約を加えることと問主きである。ただし，p= 1では，

(4)式の 2変盛正規分布は定義できないので， (5)式の対

数尤度関数も定義できない。この場合の対数尤度関数は，

以下のようになる 20

1ψF十"ム咋一φ

+hO-I，，)lo(F-件 g(ZI，Z，) dz，dz1 ] 

(5) 

十0-]1.)ふ

Xl1 

Xlf:1 XJ2 

となる。例えば，Don立Oか 1の俗をとるダミー変数で

あり，会サンフ。jレの平均僚は0.8265で、ある。この場合，

DOlの僚がOのサンフ。ルはDOlの{療を 0.8265(こ， 1の

サンプルは0.1765に変換する。これは，平均WTPを定

数項のみで表すためである。付け値関数は線形なので，

平均WTPは1由自の回答にi返しでは，

Xll! 

Xn 

wm = * L[s，'X1i+ε11J 

= * L [sIO+ sIl(X!!. -X1!)怖いめれ)+...+e"J 
十M川 )lo(φ

= sIO+ sIl( * L X!!i -X!!)十 nL工 -X12)

R ZEト

=sIO 

(6) 

① 

十0-]1，)ん吋φ(Th-:'Xi)一φ

+ 0 -11i)(1-f，)1や(らヂ出)J
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となる。このような変換を行うことにより ， WTPJと

WTP，の平均値の比較を定数項のパラメータ β出 β叩だ

けを用いて行うことができる。

以下の推定で用いるデータは，表5に含まれるすべて

の変数が得られ，かっ抵抗回答と分類されない匝答であ

る。二段階二項選択モデルで得られたサンフりレの数は

294となった。

4.2 モデルの選択

ここでは，ニ段階二項選択モデルとしてどのモデルを

選択するのが適当かを検討する。前述のように変王室

モテソレは告iJ約付きのCQモデルとして考えることができ

る。ここでは，まず，制約なしのCQモテ、ルを計測し，

続いて 1変重モデルなどの制約付きのモテソレと比較する。

制約なしのCQモデル

CQモデルの計測結果を表 6に示すo mod巴11 は，

制約なしのCQモデルの計測結果である。付け値関数lこ

含まれる説明変数は回目 2由自のどちらかの匝答

において， WTPIこ影響を与えているものを選んだ。異

体的には，それぞれの屈答についてプロビットモデルを

推定し，係数値/標準誤差の絶対値が 1以上のものであ

る。ここでは，モデルの構造を比絞することが目的なの

で，変数は多めに選んでいる。また， ここで実際に計測

した推定式は， (5)式ではなく，

log Lヱ2:Uぶ 叫S-(a，T"tい "Jω
∞一(a，~九i十 61 0 XlI) 

十[，，(1…[，;)log [5-(a，引いμJ一回 g(z"z，) dz，dz，) 

(7) 
ー(a，九十o，oXIl) ∞ 

十(1-[，;) J，;log [L∞ よいl1'U，+い ")g(z，，z，)d叫}

山 (all'l，+o，'XlI)ー(al1'u，十61'Xll) 

+ (1 -[1i) (1 -[，) log[f_∞ 1:.... ""g(ω)d山 }

である。これを(5)式に対応させると回自の自答に

関しては，

び， =-1/ α人βyヱヱ σ，bl 

となる。

提示金額の係数は 1田昌 2回自とも有意な負の値と

なっている。これは，提示金額が高いほど， Yesの回答

が少なくなるということで，回答者が提示金額に反応し

て回答していることを示している。

l閉包と 2由自の係数が河じ符号で，係数値/標準誤

差の絶対伎がどちらも l以上の変数は多くはなし、。とも

によEの変数はV25(また来たいと思う)のみであり， と

もに負の変数は，V02 (総来訪回数)， V15 (来訪日的

に占める食事の比重)， V16 (来訪目的に占める貿い物

の比重)であった。また来たいと強く患っている人がW

TPが大きいのは常識的な結果である。一方，来訪問数

が多い人ほど 1回あたりのWTPが小さい，牧場そのも

のではなくレストランや売后を目的として来ている人が

WTPが小さい，ということも，ともに常識的な結果と

いえる。理論では，家族一人あたりの所得が大きければ

所得効果によりWTPも大きくなるので，家計所得はW

TPIこは正，家族の人数は負の影響があると予測される。

しかし，所得と家族の人数についての係数は Oと有意な

差は確認できなかった。

1田包と 2回目の残差の相関係数ρは0.8206である。

Cameron and Quiggin(1994)によると， ρは1に近

い正の値をとると予測されているが，これはその予測と

合致する。

続いて， CQモデルの様々な制約を尤度比検定:によっ

て統計的に検討する。

p = 0の制約っきモデル

まず陸自と 2田昌の残差に正の相関があるかどう

かを検討する。 model2は， ρ=0の制約のもとでの

計測結果である。これは陸自， 2呂田の回答につい

て，それぞれフ。ロビットモデルを計測するのと同じこと

である。制約なしのモデルではlogL = -260.462であ

るのに対し， ρ=0の制約のもとではlogL=277.325 

となり，LR検定義は33，724となる。この場合，制約の

数は lつなのでLR統計量は自由度 1のど分布に従い，

ρ=0の仮説は 1%の有意水準で棄却される。したがっ

て回目と 2回目の回答を別々に推定することは不適

当である。

1変盤モデル

次に I変量モデルについて検討する。 1変遺モデルは，

CQモデルlこσ:コヱ σ2， β，-β2，ρ= 1の制約を加えた

ものと考えることができる。 mode13は変量モデ

ルの計測結果で、ある。このモデルではlogL = -291.96 

3となり，LR検定量は63.002となる。この場合， ffllJ約の

数は22なのでLR統計最は自由度22のど分布に従い，

σσ2，βf口 βム ρ=1 (WTPli= WTP'i)の仮説は l

%の有意水準で棄却される。また， σ1口 σ2， β，=ん

という制約付きのCQモデルに対しでも変議モデル

の検定を行った。これは， ρ口 lという制約だけを検事E

するためで=ある。 mode14は，びび2， β，= /3，とい

う制約付きのCQモデルの計iJliJ結果である。このモデル

ではlogL = -287 .453となる。このモデルと l変遺モ

デルについて尤度比検定を行うと，LR検定量は9.020と

なる。この場合，制約の数は 1つ(ρ=1)なのでLR統

計量は自由度 lのど分布に従い， ρ1の仮説は 1%

の有意水準で棄却される。



Table 5. Variables of Bid Function 
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(e) Lllllch 

V 16 Fractlollηle pu中0日 invisiting here is 
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V12ニ DI2/(012十012十十D18)
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:¥ 07X 
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2316 

o ()<JX 
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oり3:¥

022-l 
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D31 Oununy Sex Male: 1. 0.721 

032 DlImmy Youllger Ihan 20. 0.003 

/)33 DlIllUUy 20-29 years. 0.13リ

D3./ Oummy 30-39 years. 0.~56 

{)J5 OUllUl1y 40-4守 years. 0269 

036 DUllUuy 50-5守years. 0.082 

D37 Dununy Old同rthan 60. 0051 

V31 Inleger The size 01' Ihe tilmily .1.983 
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28 

Table 6， Estimation Results for General and Restricted CQ models， 

modell model2 model :1 llIodcl .+ 

Restnctlon p =0 σ1=σ2， σσ2・

βJ=β2，ρ β1=β2 

1st bid 2nd bid 1st bid 2nd bid 

Constanr 2，071 1.523 2，0741 1.0372 1.8.+ 79 1，65'+ ， 
(8，954) (7，793) (7，868) (4，647) (12800) (IUりi)

D03 0，078 -0，140 0，064 働O，2.J.2 -0，002 崎。 02(，

(0，295) (-0，560) (0，237) (-0，979) (-0009) (-0 110) 

D04 -0，785 -0，091 -0，688 0，044 -0，29り -O，2X2 

(働2.434) ( -0.405) (-2，061) (0，186) {ぺ 502) (-U71) 
ρ05 -0，168 勝0，136 -0，323 -0，070 -0.197 ー0，1日()

{欄0，618) ( -0.552) (-1.128) (融0，269) (ベ)，903) (-OXX.J. ) 

D07 0.3.J.8 働0，532 0.292 -0.584 -0，221 ー0212
(1152) (嶋1.944) (0，943) (-2，177) (-0943) (ーoリ75)

V02 -0，292 -0，133 -0，254 噌 0.130 唱。 17.+ ー0177

(-2.383 ) (-1.566) (暢2，(50) (鱒U45) (-2135) (-2122) 

V03 0，216 ω0，149 0，151 -0，151 相0，050 イ)OlX

(1293) (-1.094) (0，878) (働1.1¥0) ( -0.4(7) {ー()3，X) 
γ04 働0.040 0.213 -0，098 0，222 。118 o 107 

(心 214) (1.41ザ) ( -0.493) ( 1.464) (0881) (OX55) 

V12 0，185 0.423 0，148 0，'+85 0，293 0，2<)2 

(0332) (0.982) (0，254) (1.170) (0755) (077X) 

V13 岨0，171 。町215 心 165 0.451 砂 0.045 ().()j j 

(・(252) (0.539) ( -0，232) ( 1.133) (-0.120) (() ()リ2)
γ14 0.685 -0，446 0.771 -0.449 ベ)132 ー()()X()

0，242) (-U 15) (1，371) (-1.l31) (・0，356) (-υ n2) 

1/15 世1.392 -0，737 側 1.442 -0.448 -1. ¥00 ーIO()(，

(-2.005) (幽1.497) (-1.935) (岨0，895) (-2，，163) (相2.34リ)
1/16 -0.553 -0.477 明。 764 -0，378 -0，538 -0 5.f.f 

(喝1.128) (寸 239) (-1.523) {ベ)，979) (四U72) (-15XO) 
V17 ベ)395 幽Oサ 170 ベ)505 -0.173 得。 2.n -0.26り

{“0.814) (-0.439) (胆1.(11) ( -0，436) (心 683) (-07リ2)

D22 -0.953 咽 0，920 -0.723 -1.050 -0.789 -0.815 
(・0，667) (-1.044) (-0.418) (・1.511) (-0，777) (-0947) 

ρ23 -0，920 -0.110 繍0，825 () 122 -0.461 ベUX2
(・:1.370) (-0.477) (国2816) (0.51り) (-2'+70) (鮒2111) 

γ24 0.080 0，111 0.120 0.07'+ 。105 υOXり

(0612) (1.057) (0.868) (0，663) (10忠良) (()りXU)
γ25 O，.J.22 0.342 0.430 0.273 0]り6 () i弓り

(1. 725) (1.781) (1.728) (1.371) (23.+3) (22iX) 

036 ベ).647 0，066 幽0.641 0，200 ベ1206 ー()17'2

(帽1.459) (0，163) (輔1.348) (()，52.+) lベ)51(，) (-() .+ 7戸)

])37 -0，456 0，704 世0.466 0，844 0，207 Il 22-1 

(心 873) (1.583) (司0，850) (1.9¥0) (0546) (()u21l) 

TJ，ア2 制 3，220 -2.476 -3.201 -1.5.J.4 ♂ 03X -2.(， it> 

(-7，631) (-7.494) (除6.974) ( -3り60) (司13リ1ワ} {ーlO.('りう)

ρ 0，821 0，000 O.Uラリ

(7.588) (4り7))

lo!! L 輔260.462 -277，325 ω291.963 -2X7-1ラ1

Note The value of paramcters/standard crrors are given in th♀parclltheses 



上記の仮説検定では自国と 2回目の回答が無関係

である(ρ=0)という仮説も関白と 2部自の回答が

向ーの付け値に基づくという仮説も，ともに棄却される。

したがって，ニ段階二項選択法によって収集した鴎答を

分析する場合には，

rWTPliとWTP2iは異なる績をとるが，残差は正の相

演をもっJ

という仮定が統計的に最も支持されるものである。

なお，支払いカード方式の回答を l段階のプロビット

モデルと 1変量モデルによって分析した結果，支払いカー

ド方式の回答から得られる平均WTPは，二項選択法で

得られる平均WTPと比較すると著しく小さくなり，支

払いカード方式におけるバイアスの存在が確認できる

以下では，二段階二項選択法の回答を用い， CQモデ

ルに基づ、いて分析を進める。

4. 3 付け値関数の推定

ここではCQモデルにおいて oと有意差がない係数

と， 1由自と 2間宮の鴎答において{疫が等しいとみなし

てよい係数を整理する。検定は尤度比検定を用いて行い，

有意水準は20%とする。表?に計測結果を示す。左列は

(7)式のパラメータbl，あの一部の要業に

b2k 出 (α，; αJ~ @ 
という制約を加えた形の推計式を計測した結巣であり，

右列は(5)式の形に書き換えたものである。

まず，全出答者の平均WTPについて説明する。各変

数の平均伎はすべて Oなので，平均WTPは定数項によっ

て表される。定数項については，制約(8)が有:窓水準20

%で棄却されない。したがって，個々の臨答者は 1田自

の質問と 2由民の質問でWTPを変更すると考えられる

が，会回答者の平均WTPはl回目と 2問問で同ーとみ

なしてよい。平均WTPは635円となる。

次lこ回目の回答と 2陸自の回答において， WTP 

に同じ彩響を与える変数について説明する。制約(8)が

棄却されない係数は，V02， V15， V16， Vl久 D22，

V25の6つの変数に対する係数であった。これらの符号

は，いずれも理論的，常識的に予測される結果と一致す

るものである。

V02 (総来訪匝数)は，係数が負となった。これは，

来訪回数が多くなるほど自の来訪あたりのWTPが

小さくなるということである。限界効用途滅を仮定する

と，来訪回数が多くなるほど 1回あたりのWTPが小さ

くなるという結果は妥当なものである。

V15， V16， V17は，ともに来訪問的に関する変数で

あり， r食事J，r貿物J，rドライブjが来訪自的のなか

でどれだけの割合を占めているかを表している。これら
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は，すべて牧場そのものの機能以外についての項目であ

る。来訪器的が「景観J，r動物jなどの牧場の多面的機

能とは関係が少ない場合，牧場に対するWTPは小さく

なると考えられるので，V15~V17の係数が負となると

いう結果は常識的である。

また，D22の係数も負となっている。この変数は牧場

の景色についての質問に対して「わからない」と自答し

た場合に 1，それ以外の場合に Oとなる。景色が fわか

らない」と問答しているのは，アンケートをとった擦に

霧によって景色が見えなかった人である。このような回

答者はごく一部であるが，天気に恵まれなかった場合に

WTPが小さくなるのは当然の結楽である。

V25は「また訪れたいかJという質鴎に立すする回答で

あり， ["せ、ひ訪れたLリを 2，["機会があればJをし

「あまり訪れたくないJまたは「わからないj をOとし

ている。牧場への評価が高くなるほどWTPは大きくな

ると考えられるので，V25の係数が正であるというのも

常識的な結果である。

1回目と 2毘呂のWつ[，Pに対して異なる影響を与える

変数もある。 1出自のWTPのみに影響を与える変数，

2由自のWTPのみに彩轡を与える変数四百と 2毘

gのWTPIこ逆の影響を与える変数がそれぞれあるので，

これらの変数については一概には言えない。ただし，一

般的に予測される

" 1年間の来訪回数 (V03)が多いほどWTPは小さい

@滞夜時龍 (V04)が長いほどWTPI立大きい

というニつの結果が， 21ヨ自の田幸子のみにおいて成り立っ

ていることには，注目すべきである。このことから，二

段階二項選択法の質問では，回答者は 2回目の質問にお

いてより多くの条件を考慮して閉答する場合もあること

がわかる。残羨の様準偏差σは 2回目が l回目よりも

40%程度大きくなっている。

次lこ，一人あたりの所得について考察する。 CVMを

用いた分析においては，一人あたりの所得がWTPに正

の影響をもたらしているかという点が，回答者が合理的

lこ鴎答しているか否かを評価する重要な要素となる。こ

の分析では，所得及び家族人数を付け値関数のき芝数lこ含

めて計測を行ったが，所得，家族人数ともWTPに影響

を与えているという結果にはならなかった。この様罰と

しては，入場料として提示する金額が所得と比較して小

さいため，所得の影響が小さいことが考えられる。また，

所得に関するデータの信頼性が低いこともその一回とし

て挙げられる。

最後に， 2匝自の閤答の際に， 1回目の由答自体(Yes

/No)がWTPIこ与える影響を考える。その影響が無視
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できないものならば， 1回日の提示額の高低によって 巣を表8に示す。尤度比検定の結果， 11の係数が Oであ

(1回目の回答が影響を受け)， 2閤自のWTPが影響を るという仮説は20%の有意水準で棄却されない。したがっ

受けることになるので 2回目の回答の信頼性は低くな て司自の回答が 2回目のWTPIこ及ぼす影響は有意

る。そこで回目の回答11をWTP2の説明変数に含 ではないことがわかる。

めて(Yes:1， No: 0)， CQモデルを計測する。計測結
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γf.I 178.340 柑283.891
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・355.420
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0.157 

0.122 
0.024 
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Table 8. The effect ofI1 on WTP， 
The fonn of Eq.(7) TheおrmofEq.(5) 
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1/25 0.41; 当幹今傘 iノ25 130.189 事参考
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(1.386) (司1.980)
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7・"T， -3.189 綱2.302 0'1> O'::! 313.588 434.329 
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4. 4 評価額の推計

本稿で計測した付け億関数に装つ、いて来訪者の平均W

TPを算出する。対象は，アンケートの結果，付け値関

数のすべての変数について由答が得られた607の回答者

であり，支払いカード方式の質問を受けた由答者と抵抗

回答を示した回答者も含める。計算には表7に示す計測

結果を用いる。付け伎関数の変数の中には， 1回目と 2

問自のWTPIこ対して閉じ影響をもっと考えられる変数

と，異なる影響をもっと考えられる変数がある。ここで

は回目と 2匝自のWTPIこ対して向じ影響をもっ変

数，すなわち係数が等しいとみなされる変数だけを用い



てWTPを算出する。使用する変数は，定数項，V02， 

V15， V16， V17， D22， V25である。表 9rこ平均WTP

の計算給泉を示す。金問答者の平均WTPは611.9円とな

る。この金額は，大人一人あたりの入場料である。質問

においては，小学生以下の小人は半額の料金を想定して

いる。アンケートの結果，小学生以下の小人は全体の

31.9%なので，小人料金を含めた一人あたりの平均WT

? は514.4円となる。

l 尤度比検定は，以下の式で表されるLR統計量が，

漸近的に制約の数に等しい自由度の x2分布に従う

ことを利用して，仮説検定を行う方法である(マダ

ラ(1996)を参照)。

LR統計量=(log LI-log Lo) 

ただし， log んは制約付きの対数尤度， log Loは告Jj

約なしの対数尤度。

2 ランダムに提示金額を与え，選択した金額が提示金

額よりも大きければYes，小さければNoとして，

支払いカード方式の自答をニ項選択法式の回答に変

更する。 100回提示金額を与えて分析した結果，平

均WTPは段階のプロビットモデルで349.6円，

l変量モデルで347.4円となった。

5. TCMの計澱結果との比較

本節では， トラベルコスト法(TCM)を利用して，大

笹牧場の公益約機能を評価し， CVMの計測結果と比絞

する。1.3で述べたように， CVMとTCMの計測結果を

比較することは， CVMの妥当性を検証する有力な方法

の一つである。

5.1 分析モデル

ゾーントラベルコスト法

トラベルコスト法には，個人(もしくは家計)をサン

プルとし個人のトラベルコストと訪問回数の関係から需

要関数を計測する方法(億人トラベルコスト法，

ITCM)と，評価地点からのトラベルコストがほぼ、等し

くなるように地域を分割して各地域をサンプルとし，各

地域からの平均的なトラベルコストとその地域からの訪

問回数の関係から需要関数を計測する方法(ゾーントラ

ベルコスト法， ZTCM)がある。本稿では，後者のZT

CMを採用する。

ZTCMは，集計データを用いた分析という点で，理

論的には問題があるといわれている:。しかし， Hellest-

ein(1995)が明らかにしたように，住民一人あたりの需

要(訪問回数)が小さい場合には， ZTCMの方が ITC

Mよりもバイアスの小さい推定が可能である。この点か
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ら，大筏牧場の場合は， ZTCMによる分析が適してい

ると判断した。

トラベルコスト法の問題点に対する対応

トラベルコスト法で消費者余剰を推定する際の問題点

としては，

@移動に要する時間の機会費用の取扱いについて一致し

た見解がない。

@複数の訪問地がある場合のトラベルコストの配分の難

しさ。

@代替的な訪問地の選択の問題。

の3つが代表的で、ある。これらに対し，本稿では以下の

ように対応している。

@移動時間の機会費用は，時間あたり賃金の 1/3とし

て計算する。

@日帰りの来訪者のみを対象として計測を行う。

e他の地域と比較して有意に来訪者数が少ない，栃木県

北部の那須地域と，群馬県の南西部を徐く地域を，計

測対象から外す

まず，移動時間の機会費用について考察する。移動に

よって労働時間が短縮され所得が減少していると考えれ

ば，移動時間の機会費用を特閉あたりの策金によって評

価することが可能である。しかし，現実には移動時間は

余暇待問のEわから配分されているので，移動時間の増大

が疫接所得の減少につながっているとは考えにくい。さ

らに， ドライブのように移動自体からも何らかの効用が

得られることがあるため，移動時間の機会費用は賃金よ

りは低い値になると考えられる。一般的には，移動時閣

の機会費用は賃金の 1/4~1/2 で評価されているが，

明確な根拠はない。また，赤尾(1992)は，環境便益と環

境維持の費用を比較するという悶的の場合には，移動時

間の機会費用は Oとして計算し，使益の下限と費用を比

較することを薦めている。本稿では， TCMで得た評価

額をCVMによる評価額と比較する自的があるので，移

動B寺院の機会資用を Oと見積もるのは不適切だと判断し

た。賃金の 1/3としたことに対する明確な根拠はない

が，貨幣コストと時閣の限界代替率の値を求めたとこ

ろ移動時間の機会費用を賃金の 1/3とする仮定と

整会している。

次に，複数の訪問地に関する問題だが， これは，大筏

牧場の場合は特に震要な鵠題である。大笹牧場は，有名

な観光地が近くにあることから， f也の観光地に来たつい

でに足を伸ばすという来訪者が多い。特に，他の観光地

に宿泊し，その往路，帰路， もしくは移動中に立ち寄る

ような場合には，大笹牧場を訪問するための費用のみを

取り出すことは事実上不可能で、ある。したがって，本稿
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では，大笹牧場を旅行の主な目的地としている場合につ

いて評価するために，日帰りの来訪者のみを対象として

計測を行った。日帰りの来訪者は，アンケートにおいて

大半が大笹牧場を旅行の目的地と回答しており，大笹牧

場に滞在する時間も他の観光地に宿泊する観光客と比較

して長い(表10)。

最後に，大笹牧場にとっての代替約な訪問地について

は，他の牧場の存在を考えるのが最も自然であろう。し

かし，来訪者に対するアンケートで大笹牧場の代りに行

こうと思っていた場所を質問したところ，有効な回答の

大部分は「周辺の観光地j と答えており， r他の牧場J

と毘答した人は l割程度であった。また，呉体的な場所

も質問したが，統一的な代替地を見つけることはできな

かった。これは，来訪者の多様な晴好を反映しているも

のと思われる。そこで本稿では，代替地を特定の場所に

絞るのは不可能だと判断し，他と比較して特iこ来訪者数

が少ない地域を「代替地の影響が強い地域j として区別

して扱うことにする。異体的lこは，市町村区をサンプル

とした需要関数の推定において，地域別にダミー変数を

加えて計測を行う。その結果，他の地域と比較して符j訟

に来訪者数が少ないことが明らかとなった，栃木県北部

の那須地域と，若干潟県の南西部5市町村以外の地域を，

分析対象から外すこととする。

5.2 データ

対象地域

ゾーントラベルコスト法では， トラベルコストに基づ

いて対象地域を分割し，各地域からのトラベルコストと

来訪者数などを用いて需要関数を計測する。ヱド稿では，

まず行政区分(市町村区)単位で地域を分割し，それぞ

れの市町村区からの平均的な旅行費用，来訪者数などを

求める。先に述べたとおり，来訪者数として集計するの

は日1寄りの来訪者のみである。さらに，日帰りでも，自

動車以外(オートパイ，観光パスなど)を利用した来訪

者は， トラベルコストが異なるので集計から除いている。

対象とする地域は，大筏牧場への日帰りがあまり無理で

はない市町村区に限定することとし，関東地方の，片道

3 u寺間以内で大笹牧場に来訪できる市町村区を分析対象

にする。

訪筒霊祭VRATE

続いて，推計する需要関数の各変数について説明す

る30 まずは，被説明変数について述べる O 被説明変数

は，各地域からの人口 l人あたりの年間来訪問数(以下

では訪問率という)である。訪問率を求めるためには，

各地域からの 1年間の自動車利用回線り来訪者数を求め

なければならない。この数字は，アンケートの結果を 1

年間に引き伸ばして推計するO

VY VD/ COUNTx VlSlT 

ただし，

VY:各居住地域からの 1年間の自動車利用日帰

り客の来訪者数(推計値〉

VD:アンケートの対象となった各地域からの自

動車利用日帰り客の人数

COUNT アンケートの対象となった会人数(宿

泊客も含む)

VlSlT :大笹牧場の 1年間の来訪者数(=100万人)

以上のように推計された各地域からの日帰り来訪者数

を，各地域の人口で割ることにより，各地域からの訪鴎

率VRATEを得ることができる。

VRATE = VY/ POP 

ただし，

VRATE:各局住地域からの訪問率

POP:各居住地域の人口

Table 10. Comparisons between the one day trippers and th日 others

Thc main places 10 visil during Ihe Journey 

()nlv Ozasa PaSlllre Include Ozasa l'aslllfe rolal 

。ncdav ¥60 200 2G~ 

59.70% 74.63% 

2 or morc dav~ 19 77 1ヰo
5.59% 22.65% 

How long do VOll slav herc') 

i己主slhan 30 more Ihall4 AVerage 

11l1l1 30 mill -1 hour 1-2 hours 2-3 hours 3-4 hours hours (min.) 

。l¥Cdav 5 43 102 67 36 14 122.02 
1.87% 16.10% 38.20% 25.09% 13‘48% 5.24% 

2 or more day~ 8 60 143 89 27 n 112.41 
2.35% 17.65% 42.06% 26.18% 7.94% 3.82% 
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トラベルコストTC 所得は，対象地域内の各市町村区について得られるが，

次に説明変数のトラベルコストについて述べる。各市 各市町村をサンプルとして需要関数の計測をした場合，

阿村区からのトラベルコストは，往復の移動に要する貨 被説明変数の訪問率に大きなばらつきあるため，高い精

幣コストと，移動時間の機会費用の和である。 度の推計を行うことはできない。また，訪問率がOのサ

トラベルコスト TC=貨幣コスト ンプルがあるので，対数変換などの変換ができない。そ

+移動時間の機会費用 こで，需要関数を推定し，消費者余剰を推定する際には，

貨幣コスト={ガソリン代(走行距離-dOkr自/1 市町村長Eを統合して新たなサンフ。ルを作ることにする。

XIOO円/1) 5.1で述べたように，代替地の影響が強いと判断さ

+高速道路料金+霧降高原有料道路の料金} れた那須地域と群馬県(南西部の 5市町村を除く)の市

十自動車 1台あたりの平均人数 町村は，分析の対象から外し， 165の市町村区を14地域

(3.72人/台) に統合した。統合の結果を表11に示す。各変数の値は，

一消費者物価地域差指数X100 統合される市町村の人口をウエイトとした加霊平均によっ

移動時間の機会費用 z 所婆時間X1/3 て求めている。

×各者s県在住者の 1時間あたり賃金 5.3 ~十測結果

x(1 租税比率)X各都県の就業者率 需婆関数の推定

÷消費者物価地域差指数X100 推定する万稼式の被説明変数は訪問家VRATAE，説

就業者率を掛けるのは無職の旅行者(子供など)がいる 明変数はトラベルコストアCと課税対象所得Yである。

からである。 関数裂は，線形，雨対数，説明変数を対数変換する片対

各市町村区から大笹牧場までの走行距離と所要時間は， 数(線形対数)，被説明変数を対数変換する片対数〈対

アンケートで得た利用道路に関する回答を参考にし，標 数ー線形)の 4種類について計総し，統計的に最も適当

準的なコースを怒定して求めたs。基本的には， トラベ なモテソレを選択する。

ルコストが最も小さくなるような経路を想定している。 表12に計測結来を示す。誠整済み決定係数adj-R2の

所 得 伎を比較すると，対数線形モデルが最もあてはまりが

トラベルコストとともに，各地域からの訪問率に影響 よい。また，線形ー対数モデルの係数の符号をみると，

を与えると考えられる説明変数は，各地域の平均所得で トラベルコスト TCの係数が負，所得Yの係数が正であ

ある。所得Yは各市羽I村区の一人あたり課税対象所得を り，需要理論と整合する。さらに，誤差に不均一分散が

利用しfこ。所得についても各都県の消費者物価指数で謁 生じているかを検定するために， Godfeyおよび:Koenい

整している。 erの検定統計議CGK統計量)による検定を行った。その

築計単位 結巣，均一分散のもとでは近似的に自由度 lのど分布

訪問率， トラベルコスト，および一人あたり課税対象 に従う GK統計量の{惑が2.00であり，均一分散の仮説は

Tab1e 11. Samp1es for ZTCM 

Example of the N出R以!rof Numberof 

Zonc Iιities in the Population Households groups VlSllors TC VRATE 
zone questionaired questionaired (yen) (l，OOOyen) 

a Imaichi 96，204 31.831 34 162 754.0 1，336.7 0.5651 

b Kanuma 159.289 48，256 24 127 1，433.1 1，309.3 0.2675 

C Utsunomiva 506.270 181，403 77 282 1，650.4 1，547.7 0.1869 

d ル1ibu 166，400 48，168 9 46 1.8696 1，258.8 0.0ヲ28

c Tochigi 279，310 85，228 13 54 2.1I7.6 1，315.0 0.064リ

f Ovama 3ヲ4.329 122，264 20 69 2.2ヲ3.1 1，299.4 0.0587 

g Ashikaga 38ヲ，307 121，785 8 29 2，527.1 1，316.2 0.0250 

Koga 432，494 127，887 s 31 2.714.1 L263.7 0.0241 

Kumagaya 814，013 257.002 ヰ 11 3.650.0 1，423.7 0.0045 

Kasukabe 1，138，472 372.651 ヲ 28 3，990.2 1，534.1 0.0083 

k Omiva 1，068，582 366，289 6 15 4，233.2 1.626.3 0.0047 

Urawa 1，041，810 379，922 4 14 4，480.4 1，760.1 0.0045 

III Kawaguchi 1.025.740 392.543 2 7 4，638.5 1.678.2 0.0023 

日 Adachi 10，351，637 4.633.613 8 30 5.272.3 1，948.5 0.0010 
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15%の有意水準でも棄却されない

一方，線形，線形ー対数の両モデルは，間帰のあては

まりが悪く，均一分散の仮説が 1%の有意水準で棄却さ

れる。雨対数モデルは，所得Yの係数が負であり，需要

~TC" 

PMSi I~，.， VRATEdTG J TC~ 

=fT'αexp[ s 0+ s 1 TG+ s 2 YJ dTG 

(10) 

理論と整合しない。以上の計扱u結果から，需要関数とし となる。 (10)式で求めたPMSiと各地域の人口POPiと

て対数ー線形モテ、ルを採用し，消費者余剰jの計測に用い の積が各地域の総消費者余剰RMSiである。さらにこれ

ることとする。 を全地域で合計したTMSが大笹牧場の生み出す総消費

消費者余剰の計jJ!IJ 者余剰である。

大笹牧場が日帰りの来訪者に対して生み出している消

費者余剰を求める。各地域の住民一人あたりの消費者余
TMS=記RMS， = L RMSi X POPi ¥

3ノ

守

t
il

 

r
t

、、

策iは，推定された需要関数，

VRλTE = exp [ s 0+ s 1 TC+ s 2 YJ (9) 

計測された消費者余剰を表13に示す。大筏牧場が 1年

間に日1滑り来訪者に対して生み出す総消費者余剰は

を，実際のトラベルコストアC。から需要がOとなるトラ 億9626万円となる。また，来訪者一人あたりの消費者余

ベルコスト TGの間で積分することで求められる。地域 剰は，全地域ともに634円となる。

Lの住民一人あたりの消費者余剰PMSiは，

Table 12. Estimation Results for Dem乱ndFunctions 

Linear Lin-log Log-Iin Log-log 

COI1Slanl -0.259 -1.162 -1.498 34.681 

(・1.168) (-l.418) (・2.058) (4.300) 

TC 情 0.000152 帽0.349 -0.00158 -3.068 

(帽5.055) (暢lO.234) (柵15.944) (-9.132) 

0.000546 。町550 0.00164 幽1.964

(2.806) (4.093) (2.556) (幽1.485)
、

0.735 0.916 0.981 R- 0.947 
d、

0.687 0.978 adj-R - 0.901 0.937 

GK 8.413 7.740 1.998 2.280 

Pr (χ¥1) > GK) 0.004 0.005 0.157 0.131 

Note: l-values are given in the parentheses. 

Table 13. Estimates of Marshallian Consumer's Surplus. Log-lin mod巴1.

ZOI¥己 Populatioll TC y EstimateJ ?AIS RMS AfS per 
(yell) (l，OOOyel¥) VRATE (yen) (Yell) a VISJt (y己1¥)

a 96，204 7540 1.336.7 0.6061 384.25 36，966，142 633.99 
b 15ヲ289 1，433.1 1，309.3 0.1986 125.88 20，051，688 633.99 
C 506，270 1.650.4 1.547.7 0.2082 131. 97 66，812，508 633り9

d 166，.WO 1.869.6 1，258.8 0.0918 58.22 り，688，138 633.99 
在 279，310 2.117.6 1.315.0 0.0681 43.16 12，055，966 633.99 
f 39.U29 2.293.1 1.299.4 0.0503 31.90 12，579，395 633.99 
g 389.307 2，527.1 1.316.2 0.0358 22.67 8，825，298 633.9り

.s2，494 2，714.1 1，263.7 0.0244 15.49 6，699，656 633ヲリ

814.013 3，650.0 1，423.7 0.0073 4.60 3.743.700 633りリ

1，138，472 3，990.2 1.534.1 0.0051 3.22 3.667.446 633.99 
k i、068，582 4，233.2 1.626.3 0.0040 2.55 2.728.546 63)リリ

1.04l.R 10 4.480.4 1.760.1 0.0034 2.15 2，242，014 633.9リ
111 1.025，740 4，638.5 1，678.2 0.0023 1.47 1，504，481 633.99 
n 10，351，637 5.272.3 1.948.5 0.0013 0.84 8，694，481 633.99 

Total 17、863，857 1.938.5 1，428.8 196，259，459 633.99 



5.4 CVM と TCMの計;.~IJ結巣の比較

比較する厚生測度

計測結果の比較に先立って， CVMとTCMの分析で

得られる厚生測度について考察する。本稿のCVMによ

る計測で得られた評価額は，牧場へ来訪できなくなるこ

とを回避し，現在の水準の来訪回数を維持するための支

払い意志額である。この厚生測度は等価的余剰ESと呼

ばれる。 ESは，環境財の数量制約の変化による淳主主変

化を表す貨幣的視IJ度である。一つの環境財の数量制約の

みが変化し，財の価格，所得が変化しない場合のESは，

以下のように定義される。

ES 口氏qO，r，p，uJ)- mO 

= mI-mO+[ e(qO，r，p，uI) - e(qJ，r，p，uI) ] 

ぷlθ (12)
= .J.一一-:-e(q，r，p，uI)dq 

Jq'δq 

nq' 
立ι，h-I(q品 uI)dq-r・(qJ_qO)

ただし，e は数選制約のもとでの支出関数 h-J は環境

財の補償需要関数 h(r，p，uJ
) の逆関数，qは環境財の害IJ

当て襲，rは環境財の俗務， p'ま他の財の価格ベクトル，

mは所得，u は効用水準であり，添字の Oは変化前

は変化後を表す。

本稿のCVM分析の場合，qOが現状の利沼頻度，qI= 

Oであるo qOからqIへの変化は，厚生を悪化させるので，

ES<Oとなる。また， WTPを1自の入場料の形式で質

問しているので，W1'P=-ES/ qOとなる。

一方， TCMで得られた評価額はマーシャルの消費者

余剰である。環境財の価格が rOから rIへ変化すること

によるマーシャルの消費者余剰IJMSは，以下のように定

義される。

r
 

d
 

-ノm
 

p
 

r
 

/
g

、、
J
U
 

r

r

 

P
1
d
 

一一
Qυ M

 
(13) 

ただし，dは環境財のマーシャルの需要関数である。本

稿で計測したように，変化後の需要dV，p， m)がOの

場合には，

MSヱル(r，p，m)dr

(14) 

zf;Jl(qpFMqーハ(O-qO)

となる。(12)と(14)より，変化後の需要がOの場合には，

等価的余君主IJESをマーシャルの消費者余剰MSで、近似する

ことが可能である。両者の間には，マーシャルの需要曲

線と，補償需要曲線の差に穏当する誤差がある(図 2)。

両者の相対誤差は，所得に対する消費者余剰の割合と価

格の所得伸縮性などに依存することが知られている70
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本稿の分析では，所得に対する治費者余剰の割合はごく

小さいので，ESとMSとの相対誤差は無視できるほど小

さし、。以下では， CVMの分析で得られた来訪 1回あた

りのWTP(= -ES/ qO) と， TCMの分析で得られた来

訪者一人あたりの消費者余剰 (=-MS/qうを比絞する。

計;J!Ij*喜泉の比較

二つの手法の計測結果を比較するには，評価主体が同

一でなくてはならなL、o TCMで求められている計測結

果は，日帰りの来訪者についての消費者余剰なので， C 

VMにおいても臼帰り来訪者のWTPを求めることが必

要である。そこで， 4.4と向様に，推定された付け値関

数(表7)を利用して，日帰り客についての平均WTP

を求める。付け値関数の変数について問答が得られた日

帰り客は， 268綴1，124人である。表14¥こ日帰り客の平均

WTPを示す。大人一人あたりの入場料で表した平均W

TPは595.1円となる。日帰り客の中に小学生以下の小人

は30.8%いるので，小人料金を考慮した一人あたりの平

均WTPは503.5 p:jとなる。これは， TCMによる計測結

果と比較すると，約20%小さい億になっている。

誤差の原因としては， CVMのシナワオにおける支払

い形態が考えられる。ヌド稿で採用した入場料という支払

い形態は，下方の戦略的バイアスを主主む可能性があるの

で，ヰJJL伎という観点からは望ましくない。しかし，本

稿では，シナリオを潔解しやすくし，ランダムエラーが

小さくなることを期待して，支払い形態を入場料}とした。

したがって， CVMによる評価額がTCMによる評価額

よりも小さくなるのは，あらかじめ予測されていること

である。

最後に，約20%という誤差の大きさを考察する。この

羨は，統計的に有志:な差ではあるが CVMの計測結

果の妥当性を損なうほどではない。むしろ， CVMの計

測結果に下方バイアスが生じる可能性があることがあら

かじめ予測されている状況で，相対誤差が20%程度に収

まっているのであるから，本稿の計測結果は妥当なもの

と考えてよいであろう。

I 集計データを使った分析に対する批判はKirman

(1992)を参照。

2 栃木県外の市町村をサンプルとして，回帰分析によ

り線形の需要関数を推定したところ，以下のような

結果が得られる。

VRA1'E=0.255-7.78xlO-6 COS1' 

-4.91 x 10寸 TIME十7.56xlO-6 y 

(1.69) (-2.78) (-1.02) (1.51) 

九=151，αdj_R2=0.062 
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Table 14. Mean WTP of one day trippers 

Pamm己ler

Conslanl 635.486 
V02 -83.367 
Iノ15 -420.553 
!ノ16 -203.518 

V17 岨 131.450

D22 -355.420 
V25 130.189 

Mean value 

Samples used 
All onc: day 

for the 

estllnatlOlI 

2.371 

0.084 

0.157 

0.122 

0.024 

1.514 

tnppers 

2.937 

0.068 

0.161 

0.152 

0.015 

1.526 
Meall WTP (己ntrancefee for a growll-up) 595.09 

Mean WTP (take account 01' fee for children) 503.50 

r: price of environlllcntal goods 

r
l E.S= rl rO 13 -ABC 

o r 

0=(/ 

MS'= rl rOA 

l q: quantitiy of 
environmental goods 

Figure 1. The Consept of Dichotomous Choice with Follow-up Questionnaire 

ただし，VRATE'ま訪問率，COSTは移動に要する

貨幣コスト(円)， TIMEは移動時間(分)， yは一

人あたり所得(千円)，括弧内の値はt-値である。各

変数の詳絡については5.2を参照。

この結果より，時間と貨幣コストの限界代替率を

求めると，移動待問の機会費用は 1時間あたり 379

内となる。なお，栃木県内の市町村をサンフ。ルに含

めない想自は，県内の市町村では貨幣コストと移動

時踏の相関が極めて高く，推定結果に影響を及ぼす

恐れがあるためである。

3 使用したデータの出所は以下のとおりである。

市町村別人口，課税対象所得額:r地域経済要覧』

(1998) ，東洋経済新報

現金給与総額，労働時間 (5人以上事業所，全産業

計): r労働統計年報j(1996)，労働大痘官房政策調

査部.



消費者物価地域差指数・『消費者物価指数年報』

(1996) ，総務庁統計局

租税比率・ F家計調査年報.1(1996)，総務庁統計局司

就業者率，県外通勤通学比率:r平成7年国勢調査.1，

総務庁統計局.

4 東京都在住者の 1時間あたり賃金は，東京都の l時

間あたり賃金をそのまま用いた。一方，東京以外の

各県については，無視できない割合の人が県外(主

に東京)へ勤務しているので，県外通勤・通学比率

と県内通勤・通学比率をウエイトとして，東京の賃

金と各祭の賃金との加霊平均をとり，各県在住者の

l時間あたり賃金とした。東京以外の県に在住して

いる人の l待問あたり賃金は，以下のとおりである。

各県在住者の 1時間あたり賃金

=県外通勤・通学比率×東京の 1時間あたり賃金

十(1一県外通勤・通学比率) x各祭の 1時間あ

たり賃金

各都県の l時間あたり賃金は，現金給与総額を平均

労働時澗で割って算出している(ともに 5人以上事

業所，会調査産業計)。

5大笹牧場までの走行距離と所要時隠を求める際に，

デジタル道路地図ソフト AtlasMatever.3 (住友

電工システムズ株式会社)を利用している。

6GK統計量については蓑谷(1992)を参照。

7 Randall and Stoll(1980)， Cornwall(1983)を参

照。

8 TCMで得られる来訪者一人あたり消費者余剰の信

頼区簡をブートストラッフ。法を利用して求めると，

95%信頼区間は571河-711円の範囲となり， CVM 

で得られるl閤あたりの平均WTPはこの区間の外に

なる。

6. IJ¥ 括
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には，予測された通り正の相関が認められた。

回答者が2回gの自答でWTPを評価し直すとすると，

l匝自の回答自体が2由自のWTPIこ影響を与えること

も考えられる。この場合 1屈自の提示客員によって推定

されるWTPが影響を受けるので注意が必要である。そ

こで問自の回答Lを2由自の自答の説明変数に含

めて付け値関数の推定を行った。その結果，推定された

1/の係数はOと有意差がなかった。したがって回目

の回答が2国自の付け値に影響を与えているとはいえな

し、。

次に質問をこ段階にした効果について考える。ニ段階

二項選択法において期待されることは，一人の回答者に

2自質問することで情報量が増え，推定の精度が上がる

ことである。 l関自の回答だけに基づくプロピットモデ

ルと比較すると四回と 2閤沼とで等しいとみなされ

る係数については， CQモデルの方が係数値/標準誤差

の値が大きくなっている。特に定数項については，係数

値/標準誤差が大きく向上している。これは，平均WT

Pの推定精度が高くなったということであり，期待遇り

の効果といえる。

本稿のCVM分析の妥当性を考察するために， TCM 

によって臼帰り来訪者の消資者余識を計.IJ{IJし， CVMの

言十視IJ結果と比較した。 TCMでは，来訪者一人あたりの

消費者余剰は634円と計測された。これに対し， CVM 

で得られた付け篠関数を用いて日帰り来訪者の平均WT

?を計算すると 1回あたり503.5円となり， CVMの計総

結果は， TCMの計測結果よりも20%手強支小さい値となっ

た。この原因は，入場料という支払い形態を採沼したた

めと考えられる。入場料という支払L、形態を採用するこ

とによって， CVMの計測結泉に下方バイアスが生じる

ことがあらかじめ予測されている状況で， CVMとTC

Mの計測結果の相対誤差が20%という範盟で収まってい

るのであるから，本稿の計測結泉は妥当なものといえる

本稿では， CVMにより公共牧場の多面的機能を計測 だろう。

した。評価主体は来訪者であり，支払い形態は一人あた 本稿で推定された付け値関数を用いて，会来訪者の平

りの入場料である。質問方式は二段階ニ項選択法を用い 均WTPを計算した結果， 1回あたりの平均WTPは511.4

ている。 円となった。評価対象の大笹牧場には，年間約100万人

まず，分析モデルとしてどのモデルを採用するのがふ の来訪者があるので，来訪者の総WTPは約 5億円とい

さわしいかを統計的に検討した。その結巣， CQモデル うことになる。これは，来訪者が直接享受している公主主

の方が l変量モデルよりも統計的に優れていることが篠 約機能であり，本稿の分析で言平価されなかった，~土保

認できた。このことから，対面調査においてこ段階ニ項 全機能などの他の公益的機能，将来の使用可能性を残す

選択法で質問した場合回目の回答と 2回自の田答が ことに対するオプション価篠，将来世代への遺贈価値，

同一のWTPIこ基づくのではなく，回答者は 2回目の回 存在価値を考慮すると，大笹牧場の公益的機能の評価額

答の際には評価をし霞していることがわかる。 l回目と はさらに大きくなると考えられる。

2関目の回答における付け値関数の誤差項ε:とC2の間 大笹牧場のように，農業生産はそれに付隠して景観や
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オープンスペースなどの環境便益を提供している。これ

らの公益的機能は，農業生康によって維持されているも

のであり，農業の衰退に伴い縮小してしまう。市場原理

だけに従えば，日本農業の表退は避けられないだろう。

これによって，農業の公益的機能が縮小し，結果的に国

民の厚生が低下することも考えられる。国民の厚生を最

大にする選択をするためには，生産される農産物の価格

と費用を比較するだけではなく，農業が生み出す公益的

機能による便益，さらに環境に対するコストも含めて農

業生産を評価することが必要である。
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