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選択実験による農業部源汚染を抑制するための

農業政策の評価
一…中盟太調流域を事例として一一

Evaluation of Agricultural Policy Preventing Agricu1ture Non-point Source Pollution 

through Choice Experiment描ethod:

A Case Study on the Watershed Area of Tai Hu  Lake Basin in China 

XinYan Wang (Graduate School， Kyoto University) 

Environmental degradation has become a serious prob-
lem in China und巴rthe rapid economic development 
process. Especially， water pollution is one of the most 
seno吐S 巴nvironmentalproblems.すh巴 AgricultureNon-
point Source Pollution is currently th巴 biggestcause of 
water contamin呂tionin Chin呂.It is said that more than 
40% of the wat巴rpollutants has been derived from 
agricultural production activities. 
In this paper， th巴TaiHu lake basin is selected as a field 

survey area. The purpose of this paper is to grasp the 
situation and background of Agriculture Non-Point Source 
Pollution on that area， and to discuss the agricultural policy 

1. はじめに

近年，急速な経済発展により，中国は世界的に注

目されつつある.しかし経済成長とは裏腹に

の環境悪化問題も急速に深刻化している.なかでも，

水質汚染は最大の環境問題であり.r中国緑色国民経

済計算研究報告 2004Jによると.2004年に中悶の環

境汚染による経済的損失は 5，118億元で:同じ年の

国民総生産額の 3.05%に相当しその中，水質汚染

による環境コストは 2，863億元で，全体の 55.9%を

占めたまた，近年中国各地で汚染による飲用水不

足と健康被害事件も頻繁に起こっており，水汚染の
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that the government should take into account in order to 
prevent this kind of pollution. 
We conducted a qu巴stionarysurvey to 800 farm house悶

holds in 40 villages located in 5 cities of Tai Hu lake basin. 
By applying Choice experiment method， the agricultural 
policies such as fertilizer application， technical production 
guidance， low interest financing， and direct payment of 
subsidies by the government (which promotes changes in 
agricultural methods) seem to be effective methods to 
prevent Agliculture Non-point Source Pollution. Finally， 
future agricultural policy and the promotion of environ-
mental friendly agriculture are discussed. 

問題は中国経済の持続的発展と社会の安定にとって

E重大な制奴要素となりつつある.

水汚染は一般的に工業点源汚染と農業溜源汚染，

そして住民の生活排水汚染が主な原因で、あるが，本

研究は，そのうちの農業部源汚染の問題に焦点を当

てることとする. 2010年に発表された f第一回全国

汚染源調査公報jによると，現在の中国において農

業面源汚染が水質汚染の最も深刻な原田の一つであ

り， 7](汚染物質全体の 4割以上が農業生産活動に由

来しているという.また，農業濁源、汚染問題が深刻

化しその影響の大きさが，全国的に注目されてい

るのは安徽省の巣潟，江蘇省・断江省の太湖，雲南

省、の浪池と三峡ダムの水域で、ある. とりわけ太湖流

域は中国でも人口密度が最も高く，都市化と経済発
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展が最も進んでいる地域のーつであり， 2007年夏に

太湖のアオコが大量発生したことで、無錫市市民へ水

道水の給水が 1週間ほどストップされ，その事件を

契機に，太湖流域の水汚染問題は一段と全国的に注

目されるようになった

本研究では，太泊Ij流r~x:の農業面源汚染状況とその

背景を把握するとともに，農業面源汚染の抑制に対

して政府が取るべき農業政策について検討すること

を諜題とする

民主主面源汚染の問題に閲する既存研究では:=J-に

農業からの汚染排出量の計算(李12000J，間r2009J)， 

野外実験による最良の施JJ日量の計-i!l!J(呂 r2000J，王

r2001J， !q r2007J)及び科学的な土地利用方式と耕

作方式の検証(段 r2006J)に焦点が当てられてい

る 農業面源汚染の防止に対する対策についての研

究は主に技術面からの考察または諸外国の経験の応

用(金 r2007J) を踏まえて行われている.

本研究は選択実験 (ChoiceExperiments)の適用を

通じて，太砂i流域における 5市 40村 800戸の農家を

対象にアンケート調査を行い，農業面源汚染妨止に

有効な手段と思われる農法転換，政府による施肥・

生産技術指導，低利融資，直妓支払など、の対策への

出家側の評価を行い，今後の農業政策及び環境保全

型農業の推進について検討する.

2. 太潮流域の概況と農業面源汚染

まず，太湖流域の自然，経済と農業生産，水質汚

染の概況についてみておこう.

(1)自然と経済の概況

周知のように，太湖は長江デルタに位置し面積

は2.338平方キロで，日本の琵琶湖の約 4倍である

太湖流域の総箇積は 36，895平方キロで¥そのうち，

2/3は平原， 1/6は水域，残りの 1/6は丘陵である

亜熱帯モンスーン地帯に属し年平均気協は 14.9 ~ 

16. 20C，平均降水量は 1，177mmであり，農業生産

条件に恵まれている.そのため，太湖流域は昔から

「魚米の郷jと呼ばれ，今でも中国の有数の穀倉i也市

である 現在，主な農産物は夏秋j切に稲，冬春期に

麦と菜種で，一部の地減では野菜，果物*産，そ

して淡水養殖も盛んに行われている.

太湾l流域は中国において人口が極めて密集し，経

済発展が最も進んで、いる地域の一つである 2005年

に流域内の総人口は 4，533万人で，中国総人口の 3%

に相当する.人口笛皮は約 1000人/km2で，全国平

均の 7倍である.流域内に上海をはじめ，蘇川↑，無錫，

i合州，卸会江，杭州，五五興，湖チ['1など 8つの都市があ

り，都市人口率は 73%に透している.域内の GDPは

21， 221 億元で，全国 GDPの 11.6%に当たる 一人

当たり GDPは 1.7万元で，全国平均の 3.4倍であ

る.国土面積あたりの GDPで見れば，実に全国王子

均の約 57倍にも達している.

(2)農業生産の状況

その一方で:工業化・都市化に伴い，耕地面積は

減少しつつある 2005年に太湖流域の総耕地面積は

1. 475千haであり，一人当たりの耕地面積は 0.03h丘

で¥全悶平均の 35.7%に当たる.表 1に示すように，

最近 20年間に農業構成も大きく変わっている.食糧

の作付面積は減少しているが，野菜・瓜綴の作付面

積は増えている.張 (2004) によると，青果物の施

肥呈は食糧より数倍から数十倍も多いという.その

ため，耕地面積が減少しているが，化学肥料の使用

量は減少しておらす;耕地面積当たりの肥料負荷が

多くなっている.また，豚肉，家禽肉・卵と水産物

の生産量は年々噌力11しており， 2008年現在の生産量

表1.各時期における主要農作物の作付面積とiii産物・水産物の生産量

(単位千 ha. 万トン)

4下抄く 食制作付而ぢi
野菜・瓜jJi

!豚肉生産jiI 家系I肉生産bt ~3:禽卵生産iit 水産物生産Jif
作付i速約

1990 1829.78 157.30 38.55 9.17 10.47 45.03 

1995 1406.01 190.90 41.41 13.63 11.40 63.08 

2000 1065.62 274.00 50.09 15.30 14.06 79.13 

2005 750.51 276.59 60.98 28.13 17.39 89.09 

2008 768.03 284.47 58.72 29.69 24.62 94.89 

出所 「常州統計年銭 iJAf;鈎統計年鍛j，r f.~，キ州統計年鑑J ， r嘉照統計年鑑J，了j明州統計年鑑 1991，1996. 2001. 2006. 

2009年より作成
註太湖周辺の知、〔釣 ?i削11.制11.泌輿. iNJ州の 5つの市のみ。

(15 ) 
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は1990年より倍以上にJ1まえた畜産銅養に伴う家畜

排i世物と水産物養殖からの排水による汚染も深刻化

している.

(3)水質汚染

経済成長に伴う農業発展につれて，太湖の水質は

急速に悪化している.中国の水質評価指標 1)でみる

と. 1980年代初期から 1990年代初期にかけて，太

J坊の王子均水質はE類から酒類へと悪化した目そして，

90年代の半ばから水質悪化はさらに加速し.2005年

に太r41Jの水質はV類を超える深刻な官栄養化の状態

であった.太湖流域における 26カ所の飲用水源地の

内.14カ所は飲用水の水質基準に達しておらず.7カ

jヲ?の水質はV類あるいはV類を超過する水準に評価

された

太祐JJ流域は立E熱借モンスーン気候宇野に属し夏海

洋気回の影一智により，東南風が多く，気温が高い.ア

オコが高温で大設に繁主主し，腐食すると，水面で臭

気を発する緑色の浮き泡になる そのため，太湖の

汚染問題が夏の高rliitで最も厳しくなる.太湖北岸に

{立霞する無錫は地勢が{尽く，夏には東南風の影響で，

太湖の無錫側でアオコが集まり，常に汚染による災

害が深刻になる. とりわけ. 2007年の 4Jj末には，

アオコが例年より一ヶ月早く発生しさらに連続的

に高瓶だったので.5月中旬には風円こある梅梁湖水

域ではアオコが湖面に集中した.そのため，問水域

を飲用水源とした無錫市の水道水は呉臭を放ち，市

民からの苦情が殺到しやむなく一週間ほど、給水守

中断したこれが2007年夏に発生した無錫市欽用水

の危機であった この事件を契機に，太湖流域の水

質汚染問題は全国的に注目されるようになった

(4)水質汚染の原因

水汚染の際関は工業排水，住民の生活排水と農業

国源汚染の三つにあるといわれている 2008年公表

された f太湖流域水環境総合整備案」によると，太

湖流域において農業活動から排出された COD.アン

モニア窒素，総リン，総窒素はそれぞれの全排出量

の 45.2%. 43.4%. 67. 5%と51.3%を占めており，

農業面源汚染が主要な汚染源になっている.

また農業活動による汚染物質排出量の増加は， 言

うまでもなく食料治産を図るための化学肥料・農薬

の増投と畜illi業の発展に伴う家畜排世物の増加に最

大の厳屈があると思われる

実際，太湖流域の化学肥料・農薬の投入水準につ

(16 ) 

表 2.2005年太浩司流域における主要な水汚染物排出

量(トン)

1ぢ3.1~iílj( COD NH3-N TP 

工業 264726 31248 508 

住民生活 201572 20664 2855 

fた主主 384023 39876 6987 

合計 850321 91788 10350 

tfjJ珂 f太iliJ流域水環境総合整備案 (2008).
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図1. 耕地面積当たりの化学肥料及び農薬使用量の
推移

出所:r中国農村統計年鐙J1981 ~ 2009年より作成

いてみると，留 lに示すように，化学肥料は 1980~ 

1995年間に.278.4 kダhaから 643.4kダhaに急増し

96年以降i曽加のペースは鋭化したものの.2008年の

時点で耕地面積当たりの投入水準は 682.0kダ加で，

全部平均 430.4kダ加を大きく上回っている.また，

農薬の投入については.1990年以降の数値しかない

が，前述の化学肥料と似たような変化をしてきたも

のと推測される 2008年現在，全国王子均の農薬投入

水準は 13.9k討laであるのに対して，太湖流域のそ

れは 25.1k凶laとなっており，この点でも全国の平均

水準を大きく上司っている

ところで，化学肥料・農薬の大設投入は，増産の

ためであるが，全部が随物に吸収されるわけではな

い ある研究によると.中国余体での化学肥料の要

素別利用吸収率は宣言素 35%. リン 15%. カリ 40%

と極度に低いが，化学肥料投入水準が倍ほど高い太

湖流域の利用吸収不はもっと低いと推測される.植

物に吸収されないこれらの栄養要素が，多くの場合

に地下水に浸透しあるいは降雨・濯殺とともに湾

)11.湖，ダムなどに入り込み，水環境の富栄養化を

もたらしているのである.
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(5)水質汚染問題への中国政府の政策対応

太湖の汚染問題の発生と問時に，汚染対策も長い

時聞をかけて行われている 第九次五カ年経済計画

(1九・五計闘J. 1996 ~ 2000年)2)から，中悶政府

は太湖流域の水汚染の削減と紡止を環境保護の重点

とし第九次五カ年経済計画の期拐で 100億元を投

入し，さらに第十次五カ年経済計画の期間 (2001~ 

2005年)で 168.7億元を投入したところが，この

期間の整備措置は主に工業と生活排水で、ある点源汚

染を目標としたもので，農業汚染は重視されていな

かった その結果，工業廃水と生活排水の処理を強

め，水辺の一定範囲内で印刷企業などの汚染性工場

を廃業させるなどの対策を通して，点源汚染は有効

に抑jl，IJされているものの，太ylilj流域の水汚染の問題

は栴変わらず深刻な状態にあるまた 2007年夏のア

オコ事件で¥ これまでの取り組みは効果がないこと

が示されたそのため，農業而源汚染の問題が注目

され始めた.

農業箇源汚染とは農業生産活動に由来する不特定

筒所からの汚染である.太湖流域における農家がど

のような農業生産活動を行っているか，その生産活

動による汚染にはどのような対策が有効であるかに

ついて，本研究は以下のようなアンケート鵠査を

行ったお.

3. アンケート調査内容

(1)調査概要

図2に示すように，太湖周辺に常州、[.無錫，蘇州，

五輿とi胡州の 5つの地方都市 (1地級市J)があり，そ

れぞれ太湖の西側11.北仮11.東側と南側に位註してい

る.そのうち，常州，無錫と蘇外|は江蘇省に属し.

ぷ輿と湖州は漸江省に属する.

本調変はこれらの 5つの都市の農家を対象に行っ

た.サンプル総数は 800戸であるが，その抽出法は

以|ごのとおりである.すなわち，まず. 2007年度の

産業構成，純収入水準，農産物作付け面積，太湖ま

での距離などを参考にして，前記の 5つの都市から

それぞれ 2つの地区(県，市)を抽出し，次に，抽

出された各地区(県.市)からそれぞれ 2つの郷

(鎖)を抽出しまた. 1究明(鎮)ごとに 2つの村を

j~1出した調査対象村の合計は 40 であり.各本すから

さらに 20戸の農家を納出した.調査対象とした農家

は，経営規模，作物品種などの属性が{漏らないよう

お

+s

ノ、

Km 
0204060  

図 2. アンケート調査の地区分布

に考fr~( した

(2)調査対象農家の属性

調査対象農家の属性(表 3) について見ていくこ

とにする.

ます;農業経営規模に関しては. 5ムー(土地面

積の主p-佼，中国の lムーは 6.667アール 15分の l

ヘクタール)以下の規模が 39.7%と最も多く. 5 ~ 

10ムーが 29.7%をdめている あとの 3害IJほどは

10ムー以上である.経営焼模は大きくないが，人日

空白度が高い江蘇省と淑江省、では相対的に農地の集中

による規模拡大が進んで、いる地域と言える.

次に， この地域は中匿において都市化・郷鎮:企業

の発展が最も進んでいる地域なので¥農家の兼業化

も進んで、いる.主な農家所得が農業所得か非農業所

得かによって，専業農家と兼業農家に分類されるが，

笑探，調査農家では，兼業農家の比率が45.9%に達

し全国平均 11%をはるかに超えている.

また.年齢分布については，世部主の年齢は 50歳

代が 36.3%と最も多いが. 40歳代と 60歳代もそれ

ぞれ25%以上で. 40歳以下は 7.5%しかいない教

育水準から見れば，高卒及びそれ以上は 11.4%にす

ぎない 現在，太湖流域において，農業労働力はほ

とんど 50歳代以上であり，様々な理由で若者たちが

農業に従事せず，農業労働力が高齢化している 高

校・大学卒以上の人はほとんど非農業部門に就業し

ており.残されている農業労働力の教育水準は低い

太i胡流域では農業労働力の高齢化・低学歴化に加

えて，兼業化が進み，経営規模が小さいことなどが

農業発展の障害となっている，

( 17) 
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(3)農民の生産行動

太湖流域において耕地面積当たりの化学肥料や農

業の使用量が全罷平均より多いことを，既に統計資

料から明らかにしたが， ここでは使用する肥料の構

成の変化について，農家に聞いてみた.その結果は

表 4に示した 2005年からの 5年間で¥75.4%の農

家は施肥構成にほとんど変化がなかった. 10‘5%の

農家は有機肥料の割合を増やしたが，逆に 9.3%の

農家は化学肥料の割合を増加させた

化学肥料の過剰使用の危害に対する認知度から見

ると. 70.2%の農家はそれが f農産物の食味・品質

表 3. 調査対象農家の属性

属性 内科
サンプル数

(戸)

5ムー以下 317 

緩営規模
5同9.9ムー 237 

10-19.9ムー 109 

20ムー以上 135 

響楽農家 427 

t22主類型 兼業農家 366 

然回答 5 

40歳以下 60 

40悶49歳 206 
世帯主の

50-59歳 290 
年齢

60-69歳 201 

70歳以上 41 

小学校卒 380 
及び以下

世千帯主の
教育水準

中卒 327 

高卒及び 91 
それ以上

出所:2009 ~ 2010年農家調資より作成
註:1ヘクタール 15ムー

割合
(%) 

39.7 

29.7 

13.7 

16.9 

53.5 

45.9 

0.6 

7.5 

25.8 

36.3 

25.2 

5.1 

47.6 

41.0 

11.4 

を害するJI土壌構成を破壊するj と認めているが，

化学肥料の過剰使用が水環境の汚染をもたらすと考

えている農家は 54.8%に過ぎない(表 5) また，農

薬の危害に対する認知度は化学肥料に対するものよ

り高い 農家は農薬を使用し続けているので，この

20年間で，多くの生物が被害を受けていると思われ

る大部分の農家は現在の太湖の水質汚染が農業生

産活動と関係があることを認識していない.そして，

農家自身は過度に化学肥料や農薬な使用していると

は自覚していない

大部分の農家は化学肥料や農薬を使用すると，土

壌が固くなり，蛙や鳥など、の生物の個体数が減って

いることを認識しているが.8.6%の農家だけが化学

把料を購買する捺に，環境への影響を考えており，

農薬を購買する際に.環境への影響を検討要因のー

っとする農家は 10.2%にすぎない(表 6).

(4)濠境保全君主農業への政府の取り組み

環境保全を考慮して，無駄な純肥・農薬使用を防

ざ生産コストを低減するため，中国政府はいくつ

かの対策をとり始めた.土壌診断に基づく施肥技術

(土壌特性の解析に基づいた施肥技術)を普及させ，

農家が科学的に合理的な方法で施肥するよう積極的

に政府が指導している 政府は農家が生物農薬ある

表 4目最近 5年間における施肥構成の変化

サンプル数(戸) 都合(%)

ほとんど変わってない 602 75.4 

有機肥料の割合が鳩えた 84 10.5 

化学肥料の割合が喰えた 74 9.3 

その{也 10 1.3 

未回答: 28 3.5 

出所 2009 ~ 2010年農家f必至王より作成

表 5. 化学肥料や農薬の危害に対する認知度(単位:%) 

1 化学肥料の過剰使用による危容について

決産物の食~ま・品質をミ与する

土機構成を破廃する

水環境を汚染する

2 農薬の危害について

f足立E物に残留し，健際を害する

空気. i可川等に入り，環境が汚染される

主主虫を殺傷する

出所 2009 ~ 2010年段家調査より作成

(18 ) 

7.0 

16.8 

14.7 

合言1
100 

100 

100 

100 

100 

100 
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表 6. 農家が化学nE;j'if・農業を購買する際に重要視する諸要素

l 化学肥料について

u!'¥段

サンブ";レ数(戸)1 385 

割合(%) 48.2 

2. J.た誌について

制
一
間
一
一
一

ブランド l 民産物品質への影引環境への影!Z~; 1 そのほか

419 231 69 80 

52.5 28.9 8.6 10 

サンプル数(戸)

~ilJ 合(%)

問所 2009 ~ 2010年民家調査よりf1olj立

ム
μ

一

叫
一
口
山
一
日

表 7. 土壌診断に基づく施肥技術

1 ゴ一段診断に基づく胞犯技術についての認知度

サンプル数(戸)

L七本 (%) 

175 

21.9 

l叩いたことがあるが，
よく知lらない

156 

19.5 

出]いたことがない

454 

56.9 

13 

1.6 

知iっている 米回答

2 J二広三診断・適正施JJI:;のサービスに関する使!日状況

史)!]している

サンプル数(戸) 76 

sHIJしてない

709 

88.8 

未回答;

13 

比率(%) 9.5 

出所 2009 ~ 2010 年J~~(調査よりI'lô成

1.6 

いは高効率・低毒性・低残留の農薬を使用するよう 非常に低いことが分った.

的極的に誘導・奨励し病虫害の総合防除，生物的 農業而源汚染を抑制する対策のもう一つである病

妨|徐，適正施薬などの技術な了皆及している.さらに 虫容の総合防除について，全調査農家の 23.8%だけ

出家に対する栽培技術の指導，有機肥料への補助金 が「病虫害の総合防|徐jに参加している(表的.な

を通して，減化学肥料・減農業農産物や有機農産物 お， ["生物農薬jや「生物的防除」について，農家は

の生産の振興などに取り組んで、いる ところで こ ほとんど知らない状況である

れらの取り組みが農家にどれほど普及・浸透してい また企業技術の指導に「参加lしたことがある」

るかについて，調査検討した結果，以 Fの状況が明 民家は 40.6%に過ぎない(表 9).肥料や農業施用の

らかになった 技術指導について， 86.1%の民家は「参加したい」ま

本調査の地区(県，市)は全て中国農業部公認の たは「時聞があれば参加lしたい」と答えた(表 9)

i二壌診断に基づ、く施IJE技術のモデル地区(県市) 民家は農業技術についてのこーズが強いが，農業技

で;その技術を普及するために毎年数百万元を財政 令!な普及が足りないことが明らかになった

的に投入している.しかし現実には， 56.9%の農家 減農薬や有機農産物の生産について，域内で減農

は土壌診断に基づ、く施肥技術について「聞いたこと

がなく J，21. 9%だけの農家が「知っている」という

状況である(表7) また，土壊成分の診断結果に基

づいて，多くの地区(県，市)の土壌肥料担当局は

各作物の適正施肥案を提供するサービスを行ってい

る. しかし調査によると，実際には，二l二壊成分診

断・適正施肥案のサービスを受けた農家は全調査農

家の 9.5%に過ぎない(表 7) その技術の普及率は

表 8. Ji元虫害の総合防除

サンプル数(戸) 割合(%)

参加している 190 23.8 

参加してない 592 74.2 

参加したことがある 5 0.6 

未回答 11 1.4 

出所:2009 ~ 2010年出家調傘より作成

( 19) 
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表 9. 農業技術の指導

1 農業妓術の指導

2. 肥料や農薬の路用技術指導への参加意欲

出月rr: 2009 ~ 2010年農家調査より作成

薬・無公害農産物の栽培面積の比率は 20%以下と少

なく，有機農産物の栽培面積はもっと少ない.認証

システムの信頼性があまり高くなく，市場では減農

薬・無公害農産物は普通の農産物より値段があまり

高くない.そのため，農家は減農薬や有機農産物の

生産に対し積極性がない. ところが，農家が自家消

費する野菜などは化学肥料や農薬を少なく使用して

いるかまたは全く使用していない.

以上の分析から，現在の政府の取り組みはまだ不

充分だといえる. これからどの方商において努力す

べきかということが注Bされる.

4.農業面源汚染を抑制する経済政策についての

検証

従来，多くの留において，経済政策を通して，農

業者に生産行動を変更させる政策が農業面源汚染を

規制するための有効な手段として採泊されてきた.

特に多くの先進国において，経済補助致策が農業面

源汚染に取り組むために笑施されている.例えば，

アメリカ環境保護庁は 1990年代から最良管理実銭

(BMPs : Best Management Practices)を突施する農

業者に対して技術的・経済的な支援を与えている.

また，ドイツ政府は 1980年から水環境保護区域内の

農家に対して環境保全型農業補助金を支払い，そし

て生態農業への補助金は年間 70億マルク，農業投資

総額の 18%を占めている.EUでは. 1992年の CAP

(Common Agricultural Policy)の改革で，家畜銅養密

度:a:減らし，あるいは化学肥料や農薬の使用量を削

減し有機農業へ転換した農家に対して補助金を支

払い始め. 2000年の CAP改革では環境保全型農業

に転換した農家への補助をさらに強化した

現在，中国の太湖流域では，農業による水質汚染

( 20) 

に対処するために，いくつかの対策が実施されてい

るが，化学肥料や農薬の使用量を減らす生産者への

直接補助金の制度はまだ、確立されていない.低利融

資政策は農業企業と農業専門会作社のみ対象にして

いるが，対象範罰を農家まで拡大することが期待さ

れている.

本研究では，農家に対して選択実験を行い，化学

肥料や農薬の使用量を減らすための技術支援と補助

金政策の経済効果そ評価しその効果を比較して検

討する 4)

(1)分析方法

選択実験 (ChoiceExperiments)とは，様々な属性

別に人々の選好を評価する手法であり，選択型コン

ジョイント分析 (ChoiceBased Conjoint Analysis)とも

呼ばれ.Louviere and WI∞dw紅白 (1983)によって，コ

ンジョイント分析の手法のーっとして開発された.

コンジョイント分析には様々な質問形式が開発さ

れている.質問形式によって. I完全プロファイル評

定型J. Iペアワイズ評定型J. I選択実験jなどの種

類があり，それぞれメリットとデメリットがある.

f完全プロファイル評定型」は，評価対象を機成する

複数の属性を 1つのプロファイルとして提示しそ

の評側対象がどのぐらい好ましいかを毘答者に評定

してもらうことによって評価を行う手法であり.Iペ

アワイズ評定型jは.2つの奥なるプロファイルを同

時に臨答者に提示して， どちらがどのぐらい好まし

いかを尋ねることによって評価を行う方法である.

評定型コンジョイント分析は，個人ごとに選好を

推定することが可能であるというメリットを持つ

が，回答者にとって回答が難しいデメリットもある.

それに比べて，選択実験は，質問形式が市場におけ

る消費者の購資行動に類似していること.1どちらも
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選択しないj という選択肢を選ばせるなど，回答者

にとって回答が容易である， といった利点がある

選択実験は幅広い対象に適用可能であるから，形

のある商品だけではなく，環境評価や政策評価にも

応用されている 例えば，この手法を用い，佐藤

(2001)は北海道産米の市場競争力を分析し仲

(2002) は農業技術の多面的評価を行い，佐~ (2006) 

l土地減食料白給率向上政策を評価した

選択実験はランダム効用理論を前提としている

数種類の政策代替案の中から一つの代替案を選択す

るという形式であるため，以下の通り定式化するこ

とが可能である 回答者 1はj伺の選択肢の中からj

を選択した場合の効用 Uijは.(1)式のように示さ

れる

U;;=V;;+C;; 
りリり

そのうち.T令は効用の観察可能な部分， Eqは観察

不可能で確率的とみなす誤差項である.自答者 iは

選択肢1を選択した場合，ほかの選択絞を選ぶより

効用が高いから，その確率は (2)式のように定式化

される

再;j=P{Uij>UUI;Vj時)}

=p{V;j +iiij > Viil+iiiil;Vj *k)} 

=P{η-V;iI>cuI一句;Vj*k)}

ここで，誤差項が Gumb巴l分布(第一種極値分布)

に従っているかぎり，選択肢jを選択する確率は (3)

式となる

T) exp(J巧)
トー

エ巴xp(川)

ただし i.はスケール・パラメータで通常は lに

傑準化される.これは条件付きロジットモデル

(Conditional Logit Mode1lと呼ばれる

次に，限界支払意志額の算出方法について説明す

る 需接効用問数 V は式 (4) のように最も一般的

な線形とし • xiIは選択肢の各属性.Pは負担領， βは

パラメータである.最尤法によって，パラメータ β

を計測することができる.

、とるJ
9
 

1
Y

分

J

叩

減

x

ー

ら

を

わむ
h

式

=

¥

j

 

v
ω
 

~av θV 
dV=L:ァ dx，，+τ dp

TOXi op 
(5) 

となる ここで効用水準を不変とし (dV=O).属性Xi

以外の属性仰を初期の水準に固定すると，属性Xiが

l単位増加lしたときの限界支払意志額は，次式で与

えられる.

)
 

]
 

(
 

δV 

θVδI¥;; s; 
MWTP_ =一一=一ーよ=-~

Xj δX:i a互角
め

(2)選択実験のデザイン

コンジョイント分析では，商品の性能・価格など

の「属性」の各々についていくつかの「水準j な設

定し属性ごとに Iつの水準を選んで総合せ. ['プロ

ファイル」を作る さらに，選択実験では，回答者

にプロファイルをいくつかまとめて提示し，そこか

ら1つを選択させる.選択実験を行う際，まず属性

の選定と水準の設定をしなければならない.本調査

では，土壌診断・施肥設計，生産技術指導，低利融

資，王長f!1i保全型農業への補助金(以下補助金を略す)

という対策と生産方法を組合せ.5つの属性を有する

評価対象を設定した

生産方法として. ['在来jE法J.['減化学肥料・減農

業農法J. ['有機J!!i法Jの3つの水準を設定した 支

援対策としての土壌診断・施!JE設計，生産技術指導

と低利融資は有無の 2つの水準で、ある 補助金に閲

しては現在実施されている農業補助金領切な参考ーに

して年間ムーあたり 0元. 20元. 50元と 100元の 4

つの水準を設定した

選択実験ではプロファイル・デザインがI低めて重

要である.最も基本的なデザインは直交配列表を用

いた直交デザインであるが， これには非現実的な選

択肢が混ざ、ってしまうデメリットがある.本研究で

は.SPSS11. 5でi直交計画法により属性と水準の組み

合わせを決定し，乱数により任意に各プロファイル

の構成を決定した ただし非現実的な組み合わせ

を除外した.

表 11に示すように，アンケー卜表では. 5つの属

性を 1つの対策(プロファイル)として表現し. ['現

状のままJ(すなわち生産方法は在来農法，土壌診

断・施肥設計ーなどの支援はなし補助金はゼロ)を

含む 3つの選択肢から回答者に選択を求めた こう

した選択実験を，属性の組合せを変えながら各回答

(6) 

(2) 

(3) 

(4) 

( 21) 
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表 10. 選択突験における属性と水準

属 1主 水 i半

在米民法(現夜と河じ)
生llI:I方法 減化学肥料・滅農薬波法(化学肥料・農薬を通常の5割以下にi'ilJi者)

こと駿診断・施肥設計

生後段術指導

者機!兵法(化学肥料・良薬を使関しない)

あり，なし

あり，なし

低利融資 あり，なし

持11助金(元/ム一年) 0， 20， 50， 100 

表 11.プロファイル例

生産方法

土壊診断・施JJE;m:~1

生産技術指導

低利融資

補助金(冗/ムー，年)

者に 8回行った

(3)計測結果

対策1

有機農法

あり

あり

あり

20 

SPSS11. 5を照いた推定結果は表 12に示すとおり

である.また，表 13には，これらのモデルの推定パ

ラメータから求めた限界代替率を示した.地域別モ

デルでは江蘇省とはrr江省に分けて分析し経営面積

男[)モデルでは経営面積 10ムー以上と 10ムー未満に

分けて推定した.また，農家類別モデルでは農家の

主要所得が農業からか非農業からかによって専業農

家と兼業農家に分けて推計ーした. さらに全体を加え

て7つのモデルを計測して.一覧表にした

全体モデルの推計結果を見れば，生皮方法として

「減化学肥料・減農薬農法Jと「有機農法jは有意に

マイナス，支援政策として「土壌診断・施肥設計j，

f生産技術指導J，r低利融資Jと「補助金」は有意に

プラスであり，全て期待された符号条件を満足して

いる さらにすべての係数が有意水準 1%で Oと奥

なることが明らかになった.

まず，生産方法の変化と f補助金」との限界代替率

を「在来農法Jが「減化学肥料・減農薬農法Jまたは

「有機農法jになることへの限界受取意志綴と見なす

ことができる 農家に「在来農法jの代わりに「減化

学肥料・減農薬農法jで栽培させるためには，政府が

少なくとも年間 1ムーあたり 47.4元の補助金を与え

る必要がある.また「在来農法Jの代わりに「有機農

法Jで栽培させるためには，補助金が年間 lムーあた

り最低 98‘5元必要になると認められる

(22 ) 

対策2 対策3(現状のまま)

減化学肥料・減農薬f兵法 夜米J~法

なし なし

なし なし

なし なし

100 。
次に， rこ1::.嬢診断・施肥設計」と「補助金」の限界

代替率については， r土嬢診断・施肥設計」という技

術支援の提供を受けることに対する農家の限界支払

意志額と見なすことができ， これは年間 1ムーあた

り28.5元である これをこと嬢サンプル 10ムー当た

りで計算すれば， 285元の補助金価値がある 現段

階でつのこと壌サンプルの診断費用は 10ムー当た

り200元程度であり， ，可額が直接支払いされている.

これは評価値より低いので土壌診断・施肥設計J

は補助金による直接支払いより経済効果がさらに高

いことが明らかになった.

さらに， r生産技術指導Jと f補助金」の限界代替

ネを見れば，「生産技術指導jの提供に対する農家の

限界支払意志領は年間 lムーあたり 64.1元である.

どの農家も「生産技術指導jに対する評価が緩めて

大きい. これは現在の農家に対する技術援助が不足

しているためと説明できる

「低利融資Jに対する線界支払意思額は年間 lムー

あたり 23.1元である.現在実施している低利息貸付

政策は:=tに農業企業と農業専門合作社を対象として

いるが，農家に対する低利融資が期待されているこ

とを示している.

地域別に見ると， r土壌診断・施肥設計」への評価

は江蘇省より淑江省が高く，淑江省における農家は

より強くこの政策の支援を期待していると言える.

一方，両省、の農家は「生産技術指導」に対する評(聞

はほとんど差がなく，両方とも高い
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表 12 推計結巣

地域 経営面積 民家類別
全体

変数 江蘇 初i江 10ムー以上 10ムー未満 専業農家 兼業民家

モデル 1 モデル2 モデル3 モデル4 モデル5 モデル6 モデル7

POR1 1.565* -2.208此《 -0.640 -1.231 -1.925 -1.152 2.803 

(減化学肥料・滅j良薬j民法) (2.761) (3.244) (0.188) (0.923) (1.887) (1.114) (2.224) 

POR2 …3.251料* -3.923解良市 -2.285 2.799本 一3.772** …2.699ネネ -4.906*ホ

(有機農法) (8.227) (7.067) (1.659) (3.295) (5.014) (4.223) (4.714) 

EXAM 0.942料提 0.991 **キ 875材不 0.895*** 1.000**た 888持** 1.108認ネお

(土綴診断.施肥設白ト) (28.654) (18.622) (10.161) (14.517) (13.987) (18.850) (10.134) 

TRAIN 2.115均成* 2.501キ*主 1.559* 2.005土ネ* 2.251同* 1.794*** 3.069物公お

(生産技術指導) (13.472) (11.075) (3.006) (6.529) (6.932) (7.248) (7.067) 

LOAN 0.762*** 0.912ネネネ 0.546 0.794ネネ 0.713** 0.699ネネ訟 0.956ネ*

(低利融資) (10.212) (8.668) (2.122) (5.922) (4.092) (6.431) (3.975) 

AID 0.033キネお 0.039*** 0.024* 0.031 *ホ 0.034認* 0.028*** 0.048料

(補助念) (11.936) (9.787) (2.678) (5.936) (5.930) (6.467) (6.204) 

n 2336 1352 984 1320 1016 1728 608 

21nL(0) 5132.717 2970.648 2162.069 2900.336 2232.380 3796.804 1335.913 

21nL(日) 4072.213 2397.597 1669.267 2249.707 1802.915 3047.628 1015.765 

χ2 1004.386"ぉ* 539.488ネお況 469.662*** 588.347ネ** 426.971 *料 703.996*キキ 310.599*水氏

注 1)下段の括弧内は Waldstatistics依

2) 料ネは 1%水準で有志，料は 5%水準で寸三~ }d，で¥*は 10%水準で:釘7J:.

3) -21nL(0)はs 0の時の対数尤度似の -2倍. -21nL(自)は推定モデルの対数尤度値のー2倍。

4)数値は小数点以下第四位で切り捨てた

表 13. 限界代替率の推定結果

i也h戎 経営T岡松 J:Jl家類別
全体

I工E年 I折江 10ムー以上 10ムー未満 王寺楽民家 ヨít3'ì~農家

モデル 1 モデル2 モデル3 モデル4 モデル5 モデル 6 モデル 7

減化学肥料・減!良薬j芝法 -47.4 -56.6 

有機lfi法 -98.5 100.6 

土綴診断・施肥設計 28.5 25.4 

生産技術指導 64.1 64.1 

低利融資 23.1 23.4 

経営面積別に見れば，小規模農家より大規模農家

は「有機農法Jの生産方法さと採用するための限界受

取意志額が低い f土壌診断・施肥設計j と「生産技

術指導」への評価に闘しては経営規模間でほとんど

差がない.I低利融資Jへの評価は大規模農家の方が

高い.これは大規模農家は投資が大きいので， I低利

融資」への需要が強いことを反映している.

農家類型別に見ると， I有機農法Jの生産方法を採

用するための限界受取意志額は専業農家の方が低い

他方， I生産技術指導j への評価はほとんど同じで，

「土壌診断・施肥設計」と「低利融資」への評価は専

業農家の方が高いことが示される.

36.5 

65.0 

(23 ) 

-90.3 …110.9 96.4 …102.2 

28.9 29.4 31.7 23.1 

64.7 66.2 64.1 63.9 

25.6 21.0 25.0 19.9 

5. おわりに

現在，太神l流域で、は農業生産活動に由来する農業

面源汚染が深刻化している.政府はこの状況に対す

る取り組みを実施しているが，政策の成果があまり

顕著ではない.

今後の農業政策及び環境保余型農業の推進に向け

て，化学肥料・農薬の使用の低減を促進するための

農業補助政策の経済評価について，以下の結論が得

ら れ た 第 1に「在来農法」の代わりに「減化学肥

料・減農薬農法」で栽培するためには，農家の限界

受取意志額は年間 47.4元/ムーであり， I有機農法j
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の生産方式を採用する場合には 98.5元/ムーである

ので，同額の補助金が最低限必要とされる.大規模

農家，専業農家は限界受取君、志額が相対的に{尽く，低

汚染の生産方式は大規模農家や専業農家には普及し

やすい 第 2に「土壌診断・施肥設計」サービスの

提供は 28.5元/ムーの補助金に匹敵しており，また

専業農家に関してはより高く評価されている.第3に

「生産技術指導」の提供は年間 64.1元/ムーの機幼

金と等悩である.地域・属性に関わらずどの農家も

「生産技術指導」に対する評価は高い.この結果は表

9に示すように農家の「生産技術指導jに対する要望

は様めて高く，強い経営改善意欲を有していること

とー致する 第4に「低利融資jは23.1元/ムーの

補助金に匹敵することが示され，特に大規模農家と

専業農家ではより高く評価されている.第 5に「二l二

壌診断・施肥設計J，r生産技術指導」と f低利融資」

といった手段により対処する場合に.r生産技術指導」

への関心が最も高く，次は「土壌診断・施肥設計Jで

あり，技術支援といった政策手段は農業箇源汚染を

抑制するための効楽的な方法だと言える.

中国では農業潔境直接支払制度がまだないが， 日

本では滋賀県において琵琶湖の水質保念を日的とす

る「環境こだ、わり農度物認証制度Jを実施しており，

参加する農家は助成金を受給することが出来る.助

成金交付単価の算出根拠として，滋賀県「環境こだ

わり農産物経営収支調査結果」に基づき，慣行農法

そ採用した時に要する栽培費用と化学肥料・農薬を

50%削減した時に要する栽培費用の差額が用いられ

ている この場合，水稲の支援単価は 5000円 /10a 

で，慣行農法の生産費の約 4%である.中国では減

化学肥料・減農薬農法による栽培が少なく，その生

産授に関する統計データがないので，両栽培方法の

生産費の差額が~I予算できない.しかし， r全国袋産物

コスト収益資料集 2008Jによると，太湖流域の水稲

の 1ムー当たりの生産費は約 600元である.一方，

本研究で推定した f減化学肥料・減農業農法」への

転換に必要な農家の限界受取意志、額は 47‘4/ムーで

あり，この綴は上記の水稲生産費の約 8%に当たる.

この結果は滋賀県の農業環境直接支払の支給率な上

回ることになり，太湖流域の農民に農法を転換させ

るには滋賀県の場合以上に高い率の補助金を要する

ことを示唆する この点については，中国の農民は

減化学肥料・減農薬農法を採用した経験を有しない

( 24 ) 

ので農法転換により収入が減少するリスクに対する

抵抗が強いことを反映するものと思われる

ところで，現在「土壌診断に基づく施肥技術jは

一部の大規模農家しか実施しておらず，半分以上の

農家はそのことについて，存在すら知らないことが

切らかになった土嬢診断・施肥設計Jの技術を一

般の農家に普及させるために， どのようなサービス

が必要かについて考えなければならない.調査によ

ると，農業生産技術指導の活動について， 40.6%の

農家は参加したことがあり， 86.1%の農家は参加し

たいと考えている しかし現在のところ農業普及

部門では入手が足りない上に，農業技術普及者が高

齢化し農業研究の成果を生箆の現場に導入するの

が遅れており， これらの問題は無視できない

また， r土嬢診断・施!J巴設計Jr生産技術指導jの

内容や頻度， r低利融資」の水準，補助金の支払い期

間によって，農民の評価が奥なるかもしれない. こ

のことについて，さらに詳しく研究する必婆がある.

化学肥料・農薬の過度の使用に加えて.商産業の

発展に伴う家畜排世物の増加も水汚染の最大の原因

であり，その問題の把握はこれからの研究の課題と

して取り組みたい.

itl: 1)中|芳 i諸家 r:t也炎水環境賞Jli: t~準 (GB:3838-2002) Iこ

よって，水質3長率は汚染の軽い/1阪に IからVまでの類

型が定められている 参考指数には水温. pH (I点リ

ン，雪立た援金以の含有金などがある

表 14. 中国における水質基準(単位 :m剖)

分類| 1'1J オ、 CODMn T-N T-P 

I類 2 0.2 0.01 

lB友 4 0.5 0.025 

班長良
1:に集中式生活蝕U1J水源地， 6 1.0 0.05 
一段魚、額保護区等

N1j号 点に一自立て業用水， 0.1 
人体非~蝕用水等

V如、 主に JiJl~初日水，一般景観水域 15 0.2 

2)ベニl[去の 5カ年計画とは，中央政府が中期的な重点、事業

や経済運tぎのあり方を 54ごとに定める計画である

ffi1次計額は 1953~ 57年に実施され，その後は延期

や中断もあった.制度として定表したのは 1981~ 85 

ifの第 8次計幽からである

3)本調査を行う官官に.2009年 7月.10 Y:Iに 2同の子総務

張主を行った その結果を踏まえて，溺資哀の不備や同

答が難しい質IgJなどをを修疋し. 2009年 12月に油i江

省で， また 2010年 2月lこ江蘇省で本iJ;j設を実施した
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数十名のI折{工大学の大学院生がコドiVれそTに参加した 調

:径二Tj法[まj(，t而調1iである

1) Ih'1境保全裂E22誌をJ並進するための民業生保守補償に関

するlilf'先としては，矢部(1995) や野村 (2007) らは

潔i克灸荷の減少や深境使主主の噌加に良市kする生成活動

をするj史家に対する if1f1if，t支払 j¥il11立を検討し。民家

は化学肥料やf~~ Et~の投入を削減する波法を奴!Tlする打Iì

1ft受察知を役目|した 桜木(1998) は低J~ 5lti~ .低化学

肥料ホウレンソウを例として治資者支払:官志級一と生保

音補償受取;さ:志官民を許!lIIIした しかしこれらの研究

(ま化学肥料やJ:!lWlの投入を削減する民法に必要な布IiM
金以外の技術交媛等を詳細Hしてない

日中間は 2004 年から J~民に食tfiI 正lJÎi'支払い優良1111滋111i

D)jとe業機械購入補助などの民業支綬政策を実施し始

めた 打IiM1;¥;準は地方にょうて異なっている 2008 "f 

l二。iI!@'tiは水稲の底J産支払いが 20;ie/ム一。 JE業投

入資材の総合補助金が 487己/ムーであり、 1折j工名、は水

稲の直後支払いが 20元/ム 。{佼良品作i補助金が 10

7e/ムーであったー
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