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一般論文 住民の森林環境税制度受容に係る意思決定プロセスの分析

一手続き的公正の機能についてー

村上一真

摘要

森林環境税の必要性判断に係る意思決定プロセスを，森林環境税評価およびHSM
(ヒューリスティック・システマティック・モデル)に係る既往研究を踏まえて新たなモ

デルを設計し社会調査の結果を用い，共分散構造分析により定量的に明らかにした。加

えて，地域の森林や森林環境税への関心水準の高低が，意思決定プロセスに与える影響の

違いを，多母集団同時分析により検証した。

結果，森林環境税の政策効果と森林行政への信頼が，森林環境税の必要性に係る直接の

判断要因になること，ヒューリスティック処理(森林行政への信頼)よりも，政策効果と

してのシステマティック処理のほうが森林環境税の必要性判断への影響力が大きいこ

と，森林環境税導入手続きの公正さが，森林環境税の政策効果および森林行政への信頼に

影響を与えることで，間接的に森林環境税の必要性判断に寄与することが示された。加え

て，居住県の森林環境税の認知水準と，地域の森林への関心水準(森林ボランテイア活動

への参加水準)が異なるグループの比較分析により，低認知群および低行動群は，高認知

群および高行動群に比べて 相対的に森林行政への信頼要因の影響が大きくなること，高

認知群および高行動群は，そもそも森林行政への信頼は森林環境税の必要性判断要因にな

らないことを明らかにした。

キーワード:意思決定要因，手続き的公正，森林環境税，共分散構造分析

1.はじめに

日本の森林環境税制度は，住民税の超過課税等に

基づく税収を，人工林対策としての間伐や混交林化

等のハード事業と，環境教育や森林ボランテイア育

成・活動支援，森づくり活動や体験の場提供等のソ

フト事業に用いることで，住民に森林の多面的な機

能の提供で還元するものである。

現在 30を超える自治体で森林環境税が導入され，

その多くが5年程度の時限的な制度となっており，

高知県など制度延長を決定した自治体もある。税負

担者から制度への支持を得るには，行政は税収を用

いた政策の効果向上だけでなく，住民が納得でき

るような適切な政策決定プロセスを経る必要があ

る。これは社会資本整備などの政策受容に係る研究

(Lind and Tyler， 19881
>; Van den Boss et al.， 19982

)) 

2012年1月11日受付， 2012年10月2日受理

で議論されてきた，資源の配分結果の公正さである

「分配的公正」と，資源の配分過程の公正さである

「手続き的公正」の区分に対応する。

森林環境税の評価に関する研究では，古川 (2∞4)3)， 

高橋 (2005)4)，竹本 (2009)5)で，政策課題設定や

政策形成での手続きを対象とした分析がなされて

いる。古川 (2004)3)は，住民意見が新税導入推進/

や税制度設計，税制使途に影響を与えたことを事例

分析から明らかにし，高橋 (2005)4)は住民の意向

は政策課題設定時には反映されないことを定量的

に示した。また，竹本 (2009)5)は，住民の意向を

受けながらの行政内部組織の政策形成プロセスを

事例的に分析しているが，住民の意向が政策形成に

どのように反映されたかまでは分析していない。そ

して，これら研究では，手続き的公正のみが評価対

象となっており，また古川 (2004)3)，竹本 (2009)5) 
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では事例に基づく定性分析，高橋 (2005)4)では政

策形成前の政策課題設定時のみを対象とした分析

となっている。

他方，青木・桂木 (2008)6)は森林環境税を財源

とした事業の経済波及効果と CO2吸収量の測定，

村上 (2010)7)では森林環境税の森林ボランテイア

活動促進への寄与という，分配的公正のみを対象

とした政策効果の評価がなされている。また，村

上 (2011，2012) 8，9)の森林環境税受容に係る意思決

定プロセスの研究でも，森林環境税のしくみや満足

度という分配的公正のみを対象とした分析にとど

まっている。

これら既往研究より，住民の森林環境税の必要性

判断に係る総合的な意思決定プロセスを明らかに

するには，分配的公正と手続き的公正の両方の観点

に基づく分析が求められる。これにより，行政に対

して，森林環境税制度に係る合意形成の円滑化に向

けた，一定の知見が提供できる。

ここで，全ての住民が高い関心のもと，完全な情

報に基づき合理的に制度を評価した上で，森林環境

税の必要性を判断するプロセスを想定することは

現実的で、はない。これは，政策受容の判断場面にか

かわらず，人間には特定情報の処理に係るインセン

ティブ，時間，能力等に限界があり，限定合理性

(Simon， 195710)) に基づく意思決定がなされるこ

とに拠る。

人間の情報処理過程に関して，二重過程理論のー

っとして， Chaiken (1980) 11)， Chaiken etaL (1989) 12) 

はヒューリスティック・システマティック・モデル

(Heuristic Systematic Model。以下， HSM) を提

示し，システマティック処理とヒューリスティック

処理という 2種類の情報処理過程が併存していると

する。システマティック処理は，対象事象に係る情

報の内容そのものを吟味・精査し熟慮のもと判断

を行う過程であり，ヒューリスティック処理は，対

象事象に係る表層的・周辺的な情報に基づき，コス

ト節約的に簡便な判断を行う過程である。これら 2

つの処理過程は，各人の対象事象における認知・評

価への動機づけと能力の違いに応じて重みが異な

る。対象事象への関心が高く，その情報処理に係る

動機づけや能力が高い場合は，システマティック処

理の重みが高まり，逆の場合は情報処理の負担が低

いヒューリスティック処理の重みが高まる。

青木・鈴木 (2005，2008)は ωは，公共事業を対象

に，行政への信頼というヒューリスティックの要素

を踏まえた政策受容に係る研究を行い，行政への

信頼が事業受容に与える影響を分析している。ま

た尾花・広瀬 (2008)16)は，公共事業に係る手続

き的公正が行政への信頼に影響を与えること，藤井

(2005) 15)は行政への信頼が公共事業の受容意識に

直接的な影響を及ぼすことを明らかにしている。さ

らに，青木・鈴木 (2005)13)は，公共事業への関心

水準の高低で二分したグループごとに，公共事業へ

の賛否態度形成に係る意思決定プロセスを，共分散

構造分析により明らかにしている。

ただし， Prentice and Gerrig (1999) 17)によるサー

ベイ論文では，対象事象が現実か仮想、のシナリオか

の違いが，分析結果に異なる影響を与える可能性が

指摘されている。また，青木・鈴木 (2005)13)や藤

井 (2005)15)も，シナリオ実験結果が現実的な妥当

性を有すかについて，さらなる知見を重ねる必要が

あるとする。ここで，青木・鈴木 (2005)13)は仮想

の公共事業に係るシナリオ実験のため，回答者の公

共事業への関心の高低区分自体の信頼性に欠け，分

析結果の一般化には問題があるといえる。さらに，

分析サンプルが全て女性という偏りもある。また，

藤井 (2005)15)，そして尾花・広瀬 (2008)16)も仮

想のシナリオ分析であるとともに，公共事業への関

心水準の高低グループ別の分析は行われていない。

他方，青木・鈴木 (2008)14)では実際の公共事業を

対象としているものの，サンプル数の制約から共分

散構造分析までは行われておらず，意思決定プロセ

スに係る要素聞の関係や，総合的な構造の把握はな

されていない。

以上のヒューリスティックの要素を踏まえた政

策受容に係る既往研究の課題から，回答者の対象事

象への関心水準の高低を適切に区分できる現実の

森林環境税制度を対象とすること，この高低の違い

による意思決定プロセスでのシステマティック処

理とヒューリスティック処理の重みの違いを共分

散構造分析により明らかにすること，分配的公正と

手続き的公正の評価要素を考慮したモデルでの分

析を実施することが求められる。

本研究では，住民の森林環境税の必要性判断に

係る意思決定プロセスを，森林環境税評価および

HSMに関する既往研究の課題等を踏まえて新たな

モデルを設計し社会調査の結果を用いて共分散構

造分析により明らかにする。加えて，このモデルを

用いて，住民の地域の森林や森林環境税への関心水

準の高低が，意思決定プロセスに与える影響の違い

を検証する。

2.研究の方法

2.1 理論モデルの設定

本研究では，田中 (1999)18)，大測 (2004)19)で

示された政策判断時に重視される要素の分配的公
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正，手続き的公正，そして政策主体への信頼の 3要

素をモデルに組込む。

具体的には，図 lのように，居住県の森林環境

税の必要性としての[森林環境税の必要性] (以下，

必要性)に係る意思決定プロセスは，分配的公正に

対応する[森林環境税の政策効果] (以下，政策効

果)，手続き的公正に対応する[森林環境税導入手

続きの公正さ] (以下，手続き的公正)，政策主体へ

の信頼に対応する[森林行政への信頼] (以下，行

政信頼)から構成されると仮定する。また， [森林

環境税導入の手続き過程](以下，手続き過程)が[手

続き的公正]の具体的内容を示すものとする。そ

して， [政策効果]， [行政信頼]， [手続き的公正]

の配置および関係性は，これを分析した青木・鈴

木 (2005)13)のモデル構造と同様に図 lのように仮

定する。ただし本理論モデル検証時で詳述する

が， [政策効果]， [行政信頼]， [手続き的公正]の

3要素聞の因果性については議論がある。したがっ

て，暫定的に図 lを分析枠組みとした分析を行った

上で，これら 3要素のうち 2要素聞の関係を分析

した他の既往研究のモデルとの比較検討を行う。ま

た， HSMではヒューリスティック処理とシステマ

ティック処理が平行して行われることや，これらの

相互作用が想定されており(友野， 200620);中谷内，

200821) ; Kahneman， 201122))， [行政信頼]と[政

策効果]聞の関係を仮定した。

これにより，図 lは， HSMに基づくシステマ

ティック処理として，森林環境税導入による政策効

果に係る情報を精査し，政策の必要性を判断する過

程と，ヒューリスティック処理として，政策そのも

のではなく，政策の実施主体である県への信頼の程

度，および森林環境税導入の手続きの評価に基づき

政策の必要性を判断する過程で構成される理論モ

デルとなる。

2.2 分析手法

村 上

まず¥社会調査データをもとに，共分散構造分

析により，図 lの理論モデルの妥当性の検証を行う。

その際，探索的に複数のモデル構造との比較検証も

実施する。

次に，住民の森林環境税の認知水準と地域の森林

への関心水準の違いが，意思決定プロセスに与える

影響の違いを明らかにする。そのため，社会調査で

把握する居住県の森林環境税の認知水準を示す「認

知J，地域の森林ボランテイア活動への参加水準を

示す「行動」に関して，それぞれの水準の高低で二

分したグループを設定し，多母集団同時分析を実施

する。多母集団同時分析は，複数の母集団における

同ーの因子構造の検証やモデルの構成要素の因果

関係の差異を検証する手法である。ここでは，前述

2つの指標での高水準群と低水準群それぞれの母集

団に対して，仮定したモデル構造の水準群ごとの妥

当性を検証するとともに，高低水準群のモデル聞の

構成要素の因果関係の大きさの違いを検証する。

2.3 調査方法

2009年3月，ネットリサーチ会社が保有するリ

サーチ専用パネルを対象に，図 lのモデルの構成要

素を問う社会調査を実施した。対象は 2005~ 2006 

年の同時期において，森林環境税が導入された福島

県，静岡県，滋賀県，山口県，愛媛県，熊本県の 6

県それぞれ25歳~79歳の 250名の計 1 ，500名とした。

250名の内訳は， 2005年の国勢調査結果をもと

に，各県の性別・年代比率を基にサンプル数を設

定した。回答者の属性は，男性722名・女性778名，

20代 130名・ 30代281名・ 40代265名・ 50代以上

824名となった。

ここで，表lに示す[手続き的公正]および[手

続き過程]の設問は，調査実施時期から 4~5 年前

あるいはそれ以前の森林環境税導入時の内容のた

め，選択肢として「分からない・覚えていなしづを

設定した。本研究では，これら設問で「分からない・

覚えていなし、」を 1つでも選択した回答者を除外し，

727サンプルで、の分析を行った。

2.4調査項目

居住県の森林環境税を対象に，図 lの理論モデル

の構成要素を調査項目に設定した。[必要性]は「森

林環境税は必要である」について， I非常にそう思

森林環境税の必要性

[必要性]

図 1 本研究の理論モデル
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うj~ I全くそう思わない」の 6段階尺度 (6点~

l点)で測定した(表 1)。

[政策効果]は， I地域住民の森林への関心向上J，

「地域の森林保全活動の活性化J， I地域の森林整備

の推進」について，森林環境税導入後の効果とし

て，それぞれ「住民の地域の森林への関心が高まっ

ているj，I地域のボランテイア活動等の森林保全活

動が活発になっているj，I地域の森林整備が進んで

いる」を 6段階尺度で測定した(表 1)。なお，分

配的公正の[政策効果]による測定は，青木・鈴木

(2005， 2008) 13，14)での事業の社会的妥当性としての

測定にならった。

[行政信頼]は，山岸 (1998)お)で整理された信頼

概念や Earle(2010)却での実証研究の整理に基づき，

能力と意図の 2要素で測定されるものとする。そ

して，居住県の森林行政への信頼の要素である「森

林行政に係る能力j，I森林行政に係る意図(誠実

さ)jについて， I森林の保全や有効活用のための専

門知識・技能を持っているJ， I森林の保全や有効活

用のために誠実に取組む」を 6段階尺度で測定した

(表 1)。なお，意図の測定指標は， Earle (201 0) 24) 

での整理をもとに，多くの既往研究で用いられてい

る誠実さを採用した。ここで， [行政信頼]は，森

林環境税の政策・事業に係る能力や誠実さではな

く，森林行政全般に係る能力や誠実さについて測定

することで，ヒューリスティック処理として捉える

ことカ宮できる。

[手続き的公正]は， I手続きの効率性J， I手続き

の公平性j，I手続きの有効性」について，森林環境

税導入における，住民の政策理解を深めるための行

政の取組みに関して， I効率的であったJ， I公平で

あったj，I効果的であった」を 6段階尺度で測定し

た(表 1)。
[手続き過程]は， Tyler et al. (1985)お) Lind et 

al. (1990)お馬場 (2002)27)などを踏まえて，森

林環境税導入時のアカウンタピリテイの具現化方

法として， I情報提供J， I発言機会j，I意見反映」

を設定した。そして，表 1のように， I情報提供」

として「広報やホームページ等による情報開示は十

分であったjIフォーラムや説明会，セミナ一等に

よる情報開示は十分であったJ， I発言機会」として

「パブリックコメント等で自由に参加でき意見でき

表 1 記述統計

M SD 

必要性 森林環境税は必要である 3.35 (1.28) 

森林行政に係る能力
あなたのお住まいの「県」は，森林の保全や有効活用のため

3.28 (1.05) 
の専門知識・技能を持っている

行政信頼

森林行政に係る意図(誠実さ)あに誠な実たのに取お住組むまいの「県」は，森林の保全や有効活用のため 3.15 (1.04) 

地域住民の森林への関心向上森林環境税により，住民の地域の森林への関心が高まっている 2.72 (1.14) 

政策効果 地域の森林保全活動の活性化方深林環境税により，地域のボランテイア活動等の森林保全活
動が活発になっている

2.73 (1.12) 

地域の森林整備の推進 森林環境税により，地域の森林整備が進んでいる 2.71 (1.11) 

手続きの効率性
住民の理解を深める上で，森林環境税の検討の進め方は「効

2.06 (1.07) 
率的」であった

手続き的公正 手続きの公平性 住で民あのっ理た解を深める上で，森林環境税の検討の進め方は「公平J2.09 (1.08) 

手続きの有効性
住民の理解を深める上で，森林環境税の検討の進め方は「効

2.08 (1.08) 
果的」であった

情報提供 (臼=0.963) 
広報やホームページ等による情報開示は十分であった 2.07 (1.09) 

フォーラムや説明会，セミナ一等による情報開示は十分であった 2.02 (1.03) 

パブリックコメント等で自由に参加でき意見できる機会は十
2.00 (1.01) 

分であった

手続き過程
発言機会 (臼=0.974) 

フォーラムやセミナー等で自由に参加でき意見できる機会は
十分であった

2.00 (1.02) 

パブリックコメント等での意見は十分に反映・考慮された 2.00 (1.01) 

意見反映 (由=0.985) フォーラムやセミナ一等の場での意見は十分に反映・考慮さ
(1.02) 

れた
2.01 
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る機会は十分であったjIフォーラムやセミナ一等

で自由に参加でき意見できる機会は十分で、あったj，

「意見反映」として「パブリックコメント等での意

見は十分に反映-考慮されたjIフォーラムやセミ

ナー等の場での意見は十分に反映・考慮された」に

ついて 6段階尺度で測定した(表 1)。そして， I情
報提供j，I発言機会j，I意見反映」をモデルの複雑

化回避のため，それぞれ2つの設問項目の合計から

なる合成指標で評価するために，クロンパックの

α係数を用いてその信頼性を確認した。結果，い

ずれも 0.70を上回り，合成指標としての妥当性が

確保された。

3.理論モデルの検証結果

社会調査結果に基づき，図 lの理論モデルについ

て共分散構造分析を行った。モデルでは識別性確保

のため，滞在変数から観測変数へのパスで，それぞ

れ図上で最も上にあるパス係数を 1に固定する制約

を課し，最尤法により解を求めた(図 2)。

村上

モデルの適合度は， GFI = 0.960， AGFI = 0.936， 

CFI = 0.989， RMSEA = 0.061となり，既往研究

と比較しでも十分な適合度を示した。また， [必要

性]に係る決定係数R2は0.44と一定の値を示した。

さらに， I手続き的公正→必要性」のパス以外は有

意となった(p< 0.01)。
ここで，尾花・広瀬 (2008)16)は， [手続き的公正]

と[信頼]の関係について，既往研究には「信頼→

手続き的公正」と「手続き的公正→信頼」のどち

らの実証結果も示す研究があるとする。そして「信

頼→手続き的公正」となる研究結果の解釈を，事業

主体への信頼(あるいは不信)に基づき，事業主体

の手続きが公正(あるいは不公正)と信じる認識バ

イアスがかかるためとする。一方， I手続き的公正→

信頼」となる研究結果の解釈およびその因果の理由

は明らかでないとしこの関係を解明する分析を行っ

ている。また，藤井 (2∞5)15)は「信頼→手続き的公

正j，青木・鈴木 (2∞5，2∞8) 13.14)，大潟J(2005)お)

は「手続き的公正→信頼」の関係を実証している。

ただし，いずれの研究も理論仮説に基づくこれら 2

要因の関係を前提に分析しており，逆方向の因果関

係との比較分析はなされていなし、。どちらの関係も

示す研究結果がある状況下では，探索的なアプロー

チによる[手続き的公正]と[信頼]の関係の検証

が求められる。

そのため，図 lのモデル構造の妥当性の再検証と

して， [手続き的公正]の位置づけを変えたモデル

を新たに 4つ設定し，図 2との比較を行った。新た

なモデルは，図 lをベースに (a)I行政信頼→手続

き的公正」の方向にパスを設定したモデル， (b) I政

策効果→手続き的公正」の方向にパスを設定したモ

デル， (C) I行政信頼→手続き的公正，および政策

効果→手続き的公正」の方向にパスを設定したモデ

ル， (d)行政信頼および政策効果から手続き的公

正にパスを設定しないモデルの 4つである。

結果，表2のとおり，新たに設定した 4つのモデ

ルよりも，図2の標準モデルのほうが， AGFIが大

きく， RMSEA， AICカ宝イ、さくなった。また， 図l

をベースに[行政信頼]と[手続き的公正]の誤差

変数聞に共分散を設定したモデル，および[政策効

果]と[手続き的公正]で、同様の設定を行ったモデ

ルで分析を行った結果においても，図 2の標準モデ

ルのほうがモデル適合度は高くなった。

これより， [必要性]は，図 lの理論モデルで仮

定したように， [政策効果] (システマティック処理)

および[行政信頼] (ヒューリスティック処理)で

直接的に規定されることが確認された。そして， [手

続き的公正]は， [行政信頼]および[政策効果]

に影響を与えることで，間接的に[必要性]判断に

GFT=O_960_ AGFI=O 9~fì CFI=O_9R9_ RMSFA=O_061 

図2 共分散構造分析による理論モデルの分析結果

** p < 0.01，係数は全て標準化解，誤差変数・撹乱変数は省略。
[行政信頼]と[政策効果]の誤差変数聞に共分散を設定(誤差変数は省略して搭厨)。
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表 2 モデルの比較検証

標準モデル (a)行政信頼→ (b)政策効果 (c)行政信頼→手続き (d)手続き的
手続き的 →手続き的 的公正，政策効果

(図2)
公正モデル 公正モデル →手続き的公正モデル 公正モデル

AGFI 0.936 0.894 

モデルの適合度 R恥1SEA 0.061 0.088 

AlC 237.5 375.1 

手続き的公正ー行政信頼 0.49 * * 0.08 

パス係数手続き的公正政策効果 0.64 * * 0.53キ*

手続き的公正→必要性 0.00 0.02 

** p < 0.01.パス係数は全て標準化解。

寄与することも実証された。これより， [手続き的

公正]は，それが住民に知覚されることで権威者へ

の信頼感が向上し，より肯定的な態度形成につな

がるという， Van den Boss et al. (1998) 2)らで示さ

れた手続き的公正効果 (fairprocess effect) により，

行政への信頼感向上，さらには政策受容へとつなが

ることが確認された。

他方，青木・鈴木 (2005，2008) 13.14)らも示すように，

[手続き的公正]により十分な情報開示がなされる

ことで住民の政策理解が進み，望ましい結果が見込

めるという判断につながり，政策効果への期待およ

び評価が高まることで政策受容に寄与するプロセ

スも確認された。

ここで，図2の[必要性]に係るパス係数を比較

すると，ヒューリスティック処理である「行政信頼

→必要性j(0.27) よりも，システマティック処理

である「政策効果→必要性j(0.47)が大きい(P<

0.05)。これより，本研究対象の森林環境税の必要

性判断に係る意思決定プロセスは，相対的にヒュー

リスティック処理よりもシステマティック処理に

重きが置かれることが示された。

4.認知，行動の水準別の分析結果

4.1 認知，行動水準の高低区分に基づくグループの

設定

「認知j，I行動」それぞれの水準の高低で二分し

たグループを設定する。「認知」の高低区分に関し

て，居住県の森林環境税に関する 7項目(森林環境

税の名称，森林環境税の導入時期，森林環境税が徴

収されていること，森林環境税の税額，森林環境税

の徴収方法，森林環境税の使い道，森林環境税によ

る住民参加型事業)について，1よく知っている(よ

く知っていた)j- I全く知らない(全く知らなかっ

た)jの6段階尺度 (6点-1点)で測定し， 7つ

0.851 0.850 0.848 

0.116 0.118 0.118 

579.8 591.7 614.2 

0.24 * * 0.08 

0.06 0.03 

0.02 0.03 0.04 

の設問項目の合計で評価する。ここで，クロンパッ

クの α係数が0.98と0.70を上回り，合成指標と

しての妥当性が確保された。これより， 7つのデー

タ合計の中点が24.5であることを踏まえ， 25以上

を高認知群 (N= 95)， 25未満を低認知群 (N= 

632)に二分した。

「行動」の高低区分に関して， Iボランテイア活動

等による地域の森林保全活動によく参加する」に

ついて， I非常にそう思う j- I全くそう思わない」

の6段階尺度で測定した。そして， 4以上を高行動

群 (N= 127)， 4未満を低行動群 (N= 600) に

二分した。

4.2 認知，行動の水準群別の分析

まず， I認知j，I行動」それぞれの高水準群と低

水準群という複数の母集団でも，同一の因子構造が

成立するかを検証するため，配置不変(パスの配置

が一致。パス係数は等値でなくてもよい)の構造

を仮定して分析を行った。結果，モデルの適合度は，

認知区分では GFI= 0.948， AGFI = 0.915， CFI 

= 0.987， RMSEA = 0.046，行動区分では GFI= 
0.941， AGFI = 0.904， CFI = 0.984， RMSEA = 0.052 
となり，モデルの適合度は十分な値と確認され，仮

定した構造の妥当性が示された。

これを踏まえ，高水準群と低水準群の[必要性]

に係るパス係数の差を検証するため， I行政信頼→

必要性j，I政策効果→必要性J， I手続き的公正→必

要性j，および「手続き的公正→行政信頼j，I手続

き的公正→政策効果」以外のパス係数について，等

値制約(パス係数を等値とする)を設定し，高認知

群と低認知群，および高行動群と低行動群での多母

集団同時分析を行った。

結果は表3のとおりであり，モデルの適合度は，

認知区分では GFI= 0.945， AGFI = 0.918， CFI 

= 0.987， RMSEA = 0.045，行動区分では GFI= 
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表 3 多母集団同時分析による「認知J，r行動」の水準別の分析結果

認知 行動

高認知群 (N= 95) 低認知群 (N= 632) 高行動群 (N= 127)低行動群 (N= 600) 

行政信頼→必要性 0.04 0.29 * * -0.01 0.32 * * 

政策効果→必要性 0.61キキ 0.44 * * 0.57キ* 0.40 * * 

手続き的公正→必要性 -0.06 0.02 -0.08 0.04 

手続き的公正→行政信頼 0.45 * * 0.47 * * 0.41 * * 0.47 *場

手続き的公正→政策効果 0.69 * * 0.61 * * 0.59 * * 0.62 * * 

行政信頼。政策効果 0.30 * * 0.37 * * 0.15 * * 0.38 *キ

手続き過程→手続き的公正 0.97 * * 0.95 * * 0.97 * * 0.94 * * 

R2 [必要性] 0.34 0.44 0.27 0.45 

モデルの適合度
GFI = 0.945 CFI = 0.987 GFI = 0.939 CFI = 0.984 

AGFI = 0.918 RMSEA = 0.045 AGFI = 0.909 R恥1SEA= 0.049 

*キp< 0.01，パス係数は全て標準化解。

0.939， AGFI = 0.909， CFI = 0.984， RMSEA = 0.049 

と十分な債が示された。したがって，表3に基づき，

「認知J，["行動」ごとにパス係数の差の考察を行う。

なお， ["手続き的公正→必要性」は，図2と同様に

いずれの場合でも非有意であり， [手続き的公正]は，

直接的には[必要性]を規定しないことが再確認さ

れた。

4.2.1 i認知」での分析結果・考察

「行政信頼→必要性」は低認知群が大きく， r政策

効果→必要性」は高認知群が大きい。さらに，パス

係数の差を検証した結果，表4より「行政信頼→必

要性」で有意な差があった(p< 0.05)。これより，

高認知群は[政策効果]のみを[必要性]の直接の

判断要因とし， [行政信頼]は考慮せず，システマ

ティック処理に基づいて意思決定されることが示さ

れた。

一方，低認知群は[政策効果]とともに， [行政信頼]

も[必要性]の判断要因となる。低認知群は森林環

境税に関する情報が乏しく，政策効果の評価は能力

的に困難といえる。そのため，情報が不十分で不確

実性の高い場合の判断方法として，相対的にヒュー

リスティック処理にも重きが置かれ，行政への信頼

が意思決定要因として働くと解釈できる。

4.2.2 i行動」での分析結果・考察

「行政信頼→必要性」は低行動群が大きく， ["政策

効果→必要性」は高行動群が大きい。さらに，表

4より「行政信頼→必要性」で有意な差があった

(p < 0.01)。これより，高行動群は高認知群と同様

に， [政策効果]のみを[必要性]の直接の判断要

因とし， [行政信頼]は考慮せず，システマテイツ

表 4 パス係数の差の検定 (Z値)

高認知群 高行動群
ー低認知群 ー低行動群

行政信頼→必要性

政策効果→必要性

2.09本

0.87 

手続き的公正→必要性 一0.63

* * p < 0.01 * p < 0.05 

3.21 * * 

1.11 

-1.21 

ク処理に基づいて意思決定されることが示された。

一方，低行動群は低認知群と同様に， [政策効果]

とともに， [行政信頼]も[必要性]の判断要因と

なる。低行動群は地域の森林への関心が薄く，森林

環境税の政策効果評価の動機が相対的に弱い。その

ため，相対的にヒューリスティック処理にも重きが

置かれ，政策主体である行政への信頼が意思決定要

因として働くと解釈できる。

5.まとめと課題

本研究は，森林環境税の必要性判断に係る住民の

意思決定プロセスを，森林環境税評価およびHSM

に係る既往研究を踏まえて新たなモデルを設計し，

共分散構造分析により定量的に明らかにした。

そこでは，森林環境税の政策効果と森林行政への

信頼が，森林環境税の必要性に係る直接の判断要因

になること，ヒューリスティック処理(森林行政へ

の信頼)よりも，政策効果としてのシステマティッ

ク処理のほうが，森林環境税の必要性判断への影響

力が大きいこと，森林環境税導入手続きの公正さが，
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森林環境税の政策効果，および森林行政への信頼に

影響を与えることで，間接的に森林環境税の必要性

判断に寄与することが示された。

加えて，居住県の森林環境税の認知水準と，地域

の森林への関心水準が異なるグループの比較分析

により，低認知群および低行動群は，高認知群およ

び高行動群に比べて，相対的に森林行政への信頼要

因の影響が大きくなること，高認知群および高行動

群は，そもそも森林行政への信頼は森林環境税の必

要性判断要因にならないことを，多母集団同時分析

により明らかにした。

本研究では，上記の分析を通じて，システマ

ティック処理およびヒューリスティック処理から

なる，限定合理性に基づく意思決定プロセスを定量

的に明らかにした。加えて，対象事象に係る情報処

理の能力や動機づけが大きい場合は，相対的にシス

テマティックな処理過程が選好される。また，能力

や動機づけが小さい場合はヒューリスティックな

処理過程も選好されるという，状況により異なる意

思決定プロセスの選択がなされることも確認した。

森林環境税制度の導入・延長プロセスの手続きの

公正さは，森林行政への信頼醸成，および政策効

果への高い評価あるいはその期待につながる。し

たがって，住民への積極的な情報提供，行政に対

する十分な発言機会と住民意見の政策への反映は，

特に地域の森林や森林環境税に関心の低い住民の

ヒューリスティックな判断も含みつつ，森林環境税

の制度自体の評価を高めることになる。

ただし，手続きの公正さ自体はあくまでも住民の

制度理解を促進させる手段であり，直接，制度の評

価を定めるものではない。一般的に，信頼醸成が短

期間ではなされないことを考慮すると，森林環境税

制度の導入・延長時に限らず， 日常的に住民が納得

できる水準での「手続きの公正さ」に基づく取組み

が信頼醸成につながっていく。このことは，森林政

策受容ならびに森林政策に係る合意形成の円滑化

につながり，ひいては，効率的・効果的な森林行政

運営に寄与する。

今後の課題としては，サンプル数の問題もある

が，税額や税収使途が異なる県別の分析により，制

度内容や制度導入過程の違いが結果に及ぼす差異

の分析も必要となる。その際には，県別に異なるで

あろう森林環境税の導入手続きの内容が，どのよ

うに手続き過程(情報提供，発言機会，意見反映)

の評価につながり，手続き的公正(効率性，公平性，

有効性)の認知に寄与したかについての考察もあわ

せて求められる。

また，本研究ではモデルの構成上，調査実施時期

から 4~5 年前の[手続き過程]や[手続き的公正]

を覚えている人のみを分析対象とし， r分からない・

覚えていなしリを選択した回答者は分析からは除い

ている。このことは，単純に月日が立ち，制度や地

域の森林に関心があってもこれらを忘却した人だ

けでなく，手続きに係る事象をそもそも認知してい

なかった関心の低い人が対象に含まれていない可

能性がある。つまり，本分析で区分した低認知群や

低行動群でも，認知や行動の水準が高くなってお

り，ある程度のシステマティック処理が行われてい

る可能性がある。さらに，質問票調査という手法自

体が，システマティック処理につながりやすい可能

性もある。

これらより，仮想、シナリオ実験ではなく現実の問

題を対象とし，かつ政策導入プロセスと政策効果発

現のタイムラグを踏まえた，手続き的公正を適切に

評価するための分析上の工夫が求められる。今後，

適切な分析対象や分析手法の選択のもと，本研究結

果の頑健性を検証していく必要がある。
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住民の森林環境税制度受容に係る意思決定プロセスの分析
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Abstract 

The purpose of this p叩eris to examine the decision-making processes in evaluating 

the need for a forest environmental tax by setting up a new model based on the HSM 

(Heuristic Systematic Model)， using the date of social research and through a structural 

equation modeling. In addition， we examine the varying effects that the level of interest 
in local forests and forest environmental tax had on the decision-making process through 

multiple group analysis. 

We had the following results: the trust in local government' s forest management and 

the policy e佐 ctof a forest environmental tax was乱 directfactor in evaluating the need 

for forest environmental tax; the policy effect had a greater influence than the trust; the 

procedural fairness in introducing a forest environmental tax indirectly contributed to the 

evaluation of the need for a forest environmental tax by exerting an effect on the trust and 

the policy effect; the trust for low interest group in local forests had a relatively greater 

influence when compared to high interest group;出etrust was not a factor at all in judging 

the need for aゐrestenvironmental tax for the high interest group. 

KeyWords: Determinants， procedural fairness， forest environment tax， structural 

equation modeling 
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