
  
  里山環境の派生的価値の経済評価に基づく地域活性化計画

の診断

  誌名 農村計画学会誌 = Journal of Rural Planning Association
ISSN 09129731
著者名 山下,良平
発行元 農林統計協会 (発売)
巻/号 32巻
掲載ページ p. 185-190
発行年月 2013年11月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



【計画・デザイン系審査論文】

里山環境の派生的価値の経済評価に基づく地域活性化計画の診断

Assessment ofRural Invigoration Strategy based on the Economic evaluation ofSATOYAMA's Derived Value 

山下良平

Ryohei Yamashita 

(石川県立大学生物資源環境学部)

(Faculty of Bio-resources and Environmental Sciences， Ishikawa Prefectural University) 

I 研究背景と課題

1 生物多様性保全に関する社会動向

2001~2005 年にかけて実施された「ミレニアム生態系

評価 (MilIenniumEcosystem Assessment) Jや 2012年の「生

物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学政策プ

ラットフォーム(IPBES)Jの設立など，世界的な動きと

して生物多様性保全政策や評価の基盤が整備されている。

圏内でも同調するように， 2011年 10月にいわゆる生物

多様性地域連携促進法注 1)が施行され， 2012年には生物

多様性国家戦略(環境省)や生物多様性戦略(農林水産

省)が改定されるなど，生態系サービスを巡る制度的枠

組みが拡充されつつある。他方で，多様な生態系を育む

里山里海を有する地域の多くは，過疎高齢化が進行し，

健全な地域資源管理が危ぶまれている。そこで，里山里

海に対する近年の国民的関心の高まりを消費や支援とい

う形で地域に取り込み，地域の社会的・経済的な持続性

を高めようとする活性化の試みが，全国各地で精力的に

行われている。

以上の背景の中で，里山地域の伝統的な文化を特産品

として都市住民に売り出し，活性化を図る地域も見られ

る。本稿ではこの形態の地域活性化計画に焦点を当てる。

2 研究課題とその意義

活性化事業の計画デザインの視点、から r(広義の)生態

系サービスの供給地Jと「消費者Jという軸で里山と都

市地域住民の関係を捉えるならば，マーケティングの対

象者(都市住民)の評価を見誤ると，計画規模や価格水

準がニーズ、と恭離した活性化計画が立案されることが危

倶される。計画主体である里山地域住民自身が，地域の

環境価値に都市住民が如何なる評価をしているかを把握

することは，適切な計画を設計するためには重要であり，

また，その点に関する経済評価をもとに，構想、中の計画

を診断することも可能となる。

ところで，非排除性，非競合性などの公共財的側面が

強し、生態系サービスの価値を経済評価するには，仮想市

場に基づく表明選好法による計測が一般的とされる(吉

田 (2010) 1))。例えば，公共政策の事前調査として竹林

整備計画の住民負担額を推定する研究(平井ら (2009)2)) 

や，ボランティア活動資金としての里山環境保全に対す

る周辺住民の支払意志額 (Willingnessto pay)や自己の労

働意志量 (Willingnessto work) を計測する研究(村中・

寺脇 (2005) 3)) が散見される。この方法論によって，

里山環境の保全それ自体では無く，里山が育む地域資源

を活用した特産品を採り上げ，消費者が認知する里山環

境からの派生的な価値について評価する研究も取り組ま

れている。消費者の購買意識を介して評価された里山の

環境価値については，被験者の属性や居住地によって，

必ずしも明確な評価に繋がっているとは限らず桟2)，知見

の一般性を高めるための追加的な研究が必要とも言える。

さらに，近年の世界農業遺産の認定や自治体による認証

は，これまで定着してきた消費者の価値認識を変化させ

ている可能性もある注3)。

以上を鑑み，本研究では，筆者が活性化計画の立案に

関与した里山地域を事例として，対象地域の地域性を明

示したうえで，里山が有する価値を活かした地域活性化

計画の診断を行う。ここで定義する「診断Jとは，計画

案の効果を事前に評価(予測)することで，計画策定支

援に貢献しようとするものである。診断手法として，環

境価値の評価手法としで多用される仮想的市場評価法

(Contingent valuation method : CVM) を用いて，実際の

計画案に対する消費者の反応を経済的に評価する注4)。こ

れにより，計画案を構成する要素(詳細は後述)の魅力

や有効性(評価が高い都市住民の属性)を分析する。

H 対象地域と計画概要

研究対象地は，石川県白山市 K地区である。 K地区は，

金沢市街地部から車で約 1時間の距離にある中山間地域

であり，自然資源や伝統文化には恵まれているが，高齢化
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の進行が著しい地域である。現在の恒常的な定住人口は約

160人であり，その大半が 60歳以上の高齢者である。農

業条件はもとより，日常生活条件も厳しく，近年里山の「奥

山化」が深刻な地域である。

表退しかけていた地域に対して，地元住民と愛着や危機

感を共有した若年層を中心に，外部の支援組織によって活

性化しようとする一連のプロジェクトが IK里山保全プロ

ジェクトJである(以下，里山プロジェクトと略記)。里

山プロジェクトは，平成 22年 9月に発足し，外部者と地

域住民が一体となって里山保全，祭事・文化財の維持，特

産物の商品化等を目指す協働型のプロジェクトである。地

域外の学生を動員して，地域の荒れた山に根深く繁茂した

葛を特産品化する案や，近年では他地域でも見られるよう

な野生動物(猪，熊)の肉をレストランに提供する案など，

過疎の影響を逆手に取った事業計画を立案している。ただ

し，いずれも消費者(都市住民)の定量的な評価を踏まえ

たものでは無く，より実効性の高い案を模索している状況

にある。

上記の取り組みの一環として，高度な専門技術者に頼る

こと無く，地域内で生産し，経済的な活性化を見込める案

として期待する計画が，里山で生産される野菜のみを使用

した漬け物の商品化である。各家庭に伝わる伝統的な製法

で，かっ地域内の生産物のみで製造した特産品(漬け物)

の市場評価を行うことは，以下の点で重要である。

まず，製造方法自体が暗黙知であり，細かな品質の基準

化が困難なため，大量生産が不可能である。また，原材料

である野菜が里山地域の持続的な暮らしや生物多様性の

安定と密接に関係しているため，そもそも市場を強く意識

した大量生産・出荷は適さなし尚 5)。これらにより，消費

者が商品の背景にある価値を如何に認識するかに大きく

影響を受けると想定される。さらに，出荷の季節性が大き

く，製法に手聞がかかるため，市販の商品に比肩する低価

格では製造が困難という実情である。端的にいうならば，

消費者ニーズを外した計画案は，地域にとって負担感のみ

を残すことになりうる。これらの制約条件を踏まえると，

計画案の詳細な設計を行ううえで，当該地域の里山環境が

商品に派生する価値を評価することの重要性が示される。

E 研究の枠組み

1 里山プロジェクトの構想

漬け物の特産品化に関する里山プロジェクトが実際に

計画する主要な具体案に，未使用施設を改修する農産物直

売所の設置がある。直売所は，里山環境の魅力，新鮮な産

品を直接間近で来訪者に提供できることに加えて，地域の

高齢者の雇用創出効果も期待され，里山プロジェクトが重
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点を置く構想、である。里山プロジェク卜が想定する対象は，

直売所から車で 30分程度の市街地に住む高年齢層である

が，消費者生活圏からの距離やスーパーマーケットとの価

格競争への懸念材料が多い。これに対して里山プロジェク

トでは，イベント等の交流事業を通じて里山保全の重要性

を啓発すると共に， K地区の特産品に対して関心がある層

を絞り込みたい意向がある。

以上の現況を踏まえて，特産品の漬け物に関する要素と

して，①立地(販売場所)，②品質，③価格を，また都市

住民の特性として④年代，⑤K地区の情報提供，⑥里山環

境の利用，回遊経験，を指標として支払意志額の差異を，

アンケートによって推定する。①~③は特産品開発の設計

の適切さを診断するものであり，④~@は里山プロジェク

トの総合的な取り組みが特産品を売り出す計画の成否に

及ぼす影響を評価するものである。

2 分析の枠組み

分析の設計及び調査内容の詳細は以下の通りである。ま

ず， K地区がある白山市に隣接し，直売所立地計画地から

約 25kmに位置する野々市市を暫定的な商圏と捉え，市内

全域を調査対象とした。自治体の協力の下，市内を網羅す

る中学校全 2校(生徒数はほぼ同数)の生徒を経由して，

各世帯にアンケート調査票を l通配布した。調査実施日は，

2013 年 1 月 ~2 月である。

まず， 1①立地」については，都市住民が日常で利用す

る一般のスーパーと， K地区に設置されると仮定した直売

所を比較対象とした。「②添加物Jに関する客観的な指標

(判断材料)として，市販の漬け物に多く見られる標準的

な保存料込みの商品と，保存料無添加の自然製法のものを

比較対象とした。「③価格」については，調査での対象地

近隣の市場調査を基に，標準的な価格を決定し，市販の商

品の価格を￥200/200gを基準とした。これらの要素を併せ

持つ漬け物に対する支払意志額を， 2段階 2肢選択方式

CVMにより算出する。 2段階 2肢選択方式とは，被験者

に対して，まずある価格条件での 2択の聞を行うことを l

段階目として， 1段階目の提示額に YES(選択する)と回

答した場合にはさらに高い価格を， NO (選択しなし、)と

回答した場合にはさらに低い価格を提示して， 2段階で質

問を行う調査法である。なお，市販品を競合財と位置づけ，

上記の要素を組み合わせて競合財との比較対象とした 4

ケースを表 lにまとめる。表 lでは，それぞれの Caseに

ついて，本研究で推定する価格以外で注視したい価値を便

宜的に序列化して表した。ここで素材の高さについて補足

すると，客観的には判別しにくいが，この要素は当該地域

が自負する農産物の味の良さや品質の良さを意味するも

のであり，例えば競合財と Case3を比較することは，この



表 1CVMにおける競合財と比較対象の 4ケース

Table I Conpetitive goods and other 4 cases for CVM 

売り場 商品情報 商品の自然環境価値

競合員オ スーパー
保存料込み

素材 並，売り場低，添加物.有
(賞味期限7日)

Case I スーパー
保存料無添加

素材高，売り場.低，添加物:無
(賞味期限4日)

Case 2 直売所
保存料無添加

素材.高，売り場:高，添加物・無
(賞味期限4日)

Case 3 スーノミー
保存料込み

素材高， 売り場低，添加物有
(賞味期限7日)

Case 4 直売所
保存料込み

素材高，売り場高，添加物有
(賞味期限7日)

地域の(顧客イメージを含む)自然環境の評価自体がどれ

ほど消費行動として顕在化するかを確認する意図がある。

調査票では，競合財の価格を￥200/200gに統ーしたうえ

で;Case 1 ~Case 4の順に一対比較を行った。初回提示価

格は，全 Cas巴とも競合財の+30%(260円)， +60% (320 

円)+90% (380円)+120% (440円)のいずれかをランダ

ムに割り振り， 2段階自の提示価格はそれぞれ初回提示価

格の土20%(土40円)とした。これは，プロジェク ト内で

の議論から，市場価格と比較して付加価値に対する価格プ

レミアムが無ければ継続的な製造・出荷が困難であるとい

う制約を踏まえた設定であり，同価格であれば消費者は市

販品を選択すると前提とした。次いで，i⑤K地区の情報

提供Jに関しては，実際の活性化計画案での啓発活動を想

定して，一般市民にも里山の価値や貴重な文化，そしてそ

の保全管理主体の減少等に関する記述を，半数のアンケー

ト調査票の冒頭に盛り込んだ(図 l参照)。

上記の内容を基本として，年齢層や里山の環境活動や農

作業の経験(④ ・⑤に相当)が支払意志額に及ぼす差違を

{ますは次の霊山地域の紹介文をしっかりお読み下さい]

jという史iJJをご存知で

すかっ雪山とはお市と周燃のI昆界にあるf.l'll¥L
とは.自然の恵みをいた疋さながら.資源

をld;呂さぜることなく，人と包然とが共存して

きだ.緑癒力、な白山ろくに幻宣する人口約

160名の小さな察活です，

i住fRl;.金，尺市からIもヘー車でおよそ-o害
問， 手a~川沿いlご'$0る罰1U .1[')7司』告書if"?''')

-中略・

vかレ.そんな 策7持も渇~i;化と溺疎化

がすすみ守このままとは 20年後にi"lI!rgが
消滅してしまうかもしれない噌という限界建

議となコてしまいまし疋曾

そこで 2010年.策郊の住民と. j閉l翼外

の著書芯が. 霊L!J保全プロジ工クトを発li:o

況かしリ、尽の笑顔と苔から伝わる文化.おふ

くろのま未在守りたいとの思いで の弱肉

釘.経済治活性化を目指しさまざまな活動を

行っています

図 l 被験者への K地区に関する情報提供文(空欄は地名)

Fig.1 Information abou K village for questionnaire subjects 

析出し，里山近隣の都市住民による環境価値評価の現局面

を把握すると共に，実際に K 地区に農産物直売所が設置

された場合の訪問意向を踏まえて，本プロジェクトの活性

化計画案の診断を行う。

3 調査設計上の前提と隈界

支払意志額の信頼性は，調査の適切さと想定した状況の

リアリティに強く依存する。本研究では，可能な限り実際

の購買状況をイメージできるように「里山を守り，活性化

を図るための取り組みの一環として，現在計画中の里山産

の野菜で作った漬け物の商品化と直売所の設置計画に向

けた調査」であることを冒頭で示し i競合財と Casel(~ 

Case4) の 2つが選択肢としてある場合，実際に売り場に

行って買い物をする状況を想定して購入しようと思う方

をお答え下さしリと明記 した。この方法により，地域計画

の診断を通して現状の市場に対する新たな選択肢の可能

性を問うことが狙いであったが，以下の問題点が考えられ

る。

まず，K地区では，前述のように葛や野生鳥獣のジビエ

料理など，体験型交流事業を含む複合的な活性化手段の一

環として漬け物の商品化を検討しているため，それのみを

抽出 して市販品 と比較するという設定は，やや現実的な意

思決定の状況とは事離がある。また，競合財と位置づけ

た商品と全 Caseを順に比較する方法では， )1慎序効果によ

る回答のバイアスは不可避であるうえ，価格が同等の場

合は環境価値に対する評価より移動コスト(負担感)が

上回るという部分に調査者(筆者)の意図が入り込んで

いる。この前提は，計画の実施について価格プレミアム

を重要視する現場の意向に配慮したものであるが，それ

故に，被験者には同時に複雑な状況判断を求めており，

バイアス混入の面からは結果の解釈に注意を要する。

ただし，研究段階では実際の計画構想においても不確定

要素が多く，全ての案を考慮すると提示する情報が多くな

りすぎる。そこで，今後里山プロジェクトにおいて他の計

画案と連動させた活性化効果に関する追加調査の必要性

を認識したうえで，本調査では限定的な説明力の情報であ

るという結果の活用の仕方を前提として分析を行った。

町 分析結果と考察

1 集計結果

アンケー 卜調査票の配布枚数は 1，185通であり，回収数

は 830通(回収率 70%) であった。まず，里山情報を提

示することによる追従バイアスに対する対応として，実際

に K 地区に農産物直売所が設置された場合の訪問意向が

「無し、J(iあまり行きたくなしリ含む)回答者を抵抗回答
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として除外した。除外率は約 21%で、あった。そのう

えで，回答者が全年代に渡っているか， K地区の里山

に関する説明文の有無で区分したサンプル数に偏り

がないか，そして，農産物直売所を一度も利用したこ

とがない回答者が大半を占めていないか，という点を

確認する。

これらの処理を経た 659サンフ。ルを対象に，要点毎

に回答者数を分類したものが表 2である。表 2より，

まず K地区に関する里山説明文の記載の有無で見る

と，ほぼ同数が回収されており，比較には支障が無い

と判断出来る。また，回答者の年齢層については，核

家族が多い地域性や中学校を経由した配布方法をと

ったために，高齢者層が相対的に少ない。したがって，

年齢を区分して分析する場合以外は，若年層の意向が

結果に色濃く反映されていることに注意が必要であ

る。最後に，回答者の現実的な判断(状況イメージ)

に影響を及ぼすと考えられる農産物直売所の訪問経

験に関して，若年層では訪問回数が少なく高齢者層で

は多いという傾向であるが，各年代とも農産物直売所

に全く訪問したことが無い割合は 20%以下であるた

め，分析には大きな影響がないと判断した。

2 支払意志額の差違に基づく計画評価

アンケート結果の回答傾向別の回答者数を表 3に

示す。なお，初回提示額をランダムに決定した調査票

をほぼ同数ずつ配布したが，回収された結果，一部の

カテゴリーで該当者が少なくなった。推定には，一般

に広く普及している MicrosoftExcelをベースにした

fExcelでできる CVMVersion 3.2J を利用したn6)。

まず，本研究で着目した各指標と支払意志額との

相関を分析することで，研究の枠組み (Case設定)

の妥当性を確認する(表 4参照)。ロジスティック分

布を仮定したフルモデ‘ルによる変数の相関分析結果

をみると，里山プロジェクトが活性化計画上重要と

考える Case設定の根拠，つまり直売所設置の効果，

あるいは無添加の商品を売り出す計画については，

支払意志額を向上させる効果があることが統計的に

確認できた。よって，全4Caseによる分類に基づく

計画の精査は一定の妥当性を有すると考えられる。

それ以外の指標については，回答者の年代が高くな

るにつれて支払意志額も高くなるという高い正の相

聞が認められ，里山の利用・回遊経験が無い場合に

は支払意志額が低くなるという負の相闘が確認出来

た。他方で，今回試験的に行ったアンケート調査票

で、の情報提供の有無については，支払意志額に殆ど

説明

回
収ぁ
数り
w 
w ) 、。

回

収数τ h 

UトJJ 

sコ

表 2 分類した各カテゴリーの回答者数

Table 2 Thenumber of answerer in every category 

年齢区分 経験無し 過去に数回 月に数回

~39 歳 I3人(19/23) 46人(68/23) 7人(10/10)

40歳代 36人(17/63)124人(59/62)39人(19/60)

50歳代 2人(14β) 9人(64/4.5) 3人(22/5)

60歳代 5人(20/9) 9人(36/4.5) 10人(40/15)

70歳~ l人(4/2) 12人(52/6) 7人(31/10)

~39 歳 14人(20/26)34人(61/17) 10人(19/16)

40歳代 34人(17/63)134人(66/68)30人(15/48)

50歳代 l人(4/2) 19人σ6/10) 4人(1617)

60歳代 4人(18/7) 6人(27/3) 11人(50/18)

週に数回

2人(3112)

10人(5/63)

0人(0/0)

I人(4/6)

3人(13119)

0人(0/0)

4人(2/57)

I人(4/14.3)

l人(5114.3)

70歳~ l人(7.5/2) 4人(31/2) 7人(54/11) l人(7.5/14.3)

注)括弧内の分子は年齢区分(同一行)内での割合，分母は訪問経験区分

(同一列)内での割合であり，その単位は分子・分母共に%。

表 3 2段階の設聞に対する回答パターン別集計結果

Table 3 Result of double-bounded dichotomous choice categorized ~)'_answer pattern 

三三一--
YY YN NY NN il、きロ+

260円 66 (47) 29 (28) 34 (30 53 (52) 182 (157) 

担。f「nD 可 320円 22 (25) 12 (10~ 19 (18) 41 (26) 94 (79) 

380円 0(4) 1 (8) 0(4) 7 (11) 8 (27) 

440円 16 (13) 6 (5 6 (4) 27 (35 55 (57) 

260円 66 (52) 17(22) 24 (10) 57 (43) 164 (127) 

「gru ち 320円 25 (15) 11 (9) 18 (8) 31 (24) 85 (56) 

N 380円 12 (15) 11 (11) 4 (6) 13 (49) 40 (81) 

440円 8 (11) 5 (6) 2 (5) 32 (34) 47 (56) 

260円 13 (17) 10 (12) 10 (13) 19(13) 52 (55) 

「gfD ち 320円 16 (3) 8 (1) 18 (3) 35 (16) 77 (23) 

w 380円 6 (1) 9 (0) 3 (1) 44 (41) 62 (44) 

440円 17 (23) 6 (8) 7 (12) 114 (153) 144 (196) 

260円 32 (18) 14 (5) 9 (5) 22 (15) 77 (43) 

n 320円 32 (39) 11 (15) 17 (25) 35 (59 95 (138) 
国U白3 

380円 12 (7) 75 (76) 112 (108) "'" 15 (17) 10 (8) 

440円 4 (1) 2 (2) 3 (4) 43 (22) 52 (29) 

注)表頭のアルファベットの並びは2回の選択結果を順に併記したもの。 YはK地

区産を選択， Nは競合財を選択したことを意味する。表例lの価格はK地区産の漬

け物に対する初回提示価格であり，括弧外の数字は里山情報の記載有り，括弧

内の数字は記載が無い調査票の回答者数を集計したもの。単位はいずれも人。

表 4 計画上主要な指標が被験者の意思決定に及ぼす影響

._~・w ‘・......_.._-....，&..."" ・--・u・.;J"(UII.;J t"'-'J~・.... ........ ...._、歳、"'.............u..且"“"昼 U 昼叫柑VI，-，，，，，L

変数 係数 T fi直 P 値

定数項 22.070 29.83 0.00判事

年代 (~39 歳・ 40 代: 50代:60代:70 歳~) 0.32 8.03 0.00'" 

里山の利活用・回遊経験 (1:'あり， 0:なし) 0.25 2.39 0.02料

里山情報の提供 (1:記載有り， 0:記載無し) 0.03 0.35 0.73 

売り場 (1:直売所， 0:最寄りのスーパー) 0.19 2.38 0.02" 

添加物情報(1 添加物無し.0:添加物含む) 0.20 2.49 0.01材

影響しなかった。 注)*料は 1%有意，件は5%有意。サンプル数は26日であり，対数尤度はー2993.28
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以上を踏まえて，実際に有意差が認められた要因を元

にワイブル回帰モデ、ノレによるパラメトリック生存分析を

行い，被験者の支払意志額を推定した。推定した支払意

志額(中央値，平均値)は表 5である。中央値は YESと

回答する選択確率が 0.5になった時の価格であり，平均

値は，ある価格での選択確率とその価格の積を無限大(あ

るいは最大提示額)まで積分した値である。ここでは，

行間，ヂIJ聞とも平均値を代表させて分散分析を行った。

まず里山の利活用・回遊経験の有無に着目すると， I里

山産の素材(消費することで里山保全へ貢献できる)Jと

いう価値以外は市販品と条件が同じ Case3と，想定する

全ての価値を包含した Case2の支払意志額の差は 15円前

後である。ただし，経験の有無で回答者を分けた時の支

払意志額には統計的な有意差が見られ，里山環境に触れ

る経験が持つ一定の意義が示された。対して，年代区分

で見た場合，経験の有無と同様に Case聞の有意差は見ら

れなかったが，年代聞の差については統計的に明確な有

意差が見られた。これらの結果を計画的な視点から以下

のように解釈する。

まず， CaselとCase2，Case3とCase4の差分を見ると，

遊休焔設の利活用の視点、から農産物直売所を設置しでも，

商品に安心安全という価値が無ければ大きな効果が見え

にくい。つまり，仮に実際に事業化を検討する際には，

(売り場としてスーパーと比較した)直売所それ自体に

表 5 支払意志額の推定結果

Table 5 Estimation result ofWTP 

項目 区分 指標 Case 1 Case2 Case 3 Case 4 

サンプル数 III 110 110 110 
経

中央値 296円 305円 274円 283円皇 験
山 あ 平均値 295円 305円 288円 281同。〉 り
手IJ 対数尤度 -163.7 
活

-145.8 -103.2 -109.7 

用 サンプル数 546 544 540 542 

回 経験 中央値 284円 285円 270円 278円
遊

なし経 平均値 280円 280円 268円 275円
験

対数尤度 -731.6 661.3 -504.7 -571.8 

分散分析:行間有意差あり(pく0.05)，要IJ問有意差なし(p>O.1)

5 9 
サンプル数 576 574 570 572 

中央値 282円 291円 263円 287円
歳
以 平均値 285円 288円 256円 285円
下

年 対数尤度 -787.3 -718.0 -506.7 -615.3 
齢 サンプル数 8:3 82 82 85 区

0 6 分 中央値 390円 386円 346円 340円
歳
以
上

平均値 361円 358円 337円 334円

対数尤度 -96.1 -92.0 -95.3 -106.8 

U型竺fモ空町竺望号り(p<O.O1)， 71J間有意差なし(p>O1) 

注)平均値は最大提示額て、裾切りを行った数値を表記。

対する過度の期待には注意を要する。他方で，年代別の

支払意志額を見ると，いずれの Caseも60歳以上が顧著

に高く， 59 歳以下との差は 50 円 ~80 円程度である。

￥200/200gの商品を基準にした本研究の設定を考えると小

さくない支払意志額の差であり，価格設定や対象年齢層を

設定するうえで明確な示唆を与えている。

V 結論

1 摘要

今後も生態系サービスの維持保全に関心が高まるにつ

れて，里山の環境価値を接点とした農村と都市の協働活

動は増加すると見られる。本研究では，近年急増する

「里山保全」を契機とした地域活性化計画に定量的な評

価を行うべく，里山の環境価値を認識し，消費する都市

住民の現局面に着目した。その一環として，地元と外部

主体が協働で構想する里山活性化計画の精度を高めるこ

とを目的として，その具体的な内容が都市住民にどの程

度評価されるかを検討した。分析方法として CVMを用

いることにより，中心的な事業として位置づける農産物

直売所の設置や地元産農産物と伝統製法が融合した漬け

物が，どのような層の都市住民にどの程度評価されるか

を明らかにした。

得られた知見としては，里山プロジェクトが想定する

主な消費者である高齢者層は，実際に K地区産の漬け物

への評価が特に高く，計画の方向性は概ね妥当であると

判明した。ただし，最も高く評価された場合でも，市販

の漬け物の標準的な価格の 6~9 割高であることを考え

で，地域の限られた労働力の中で丁寧に製造し，出荷す

る場合においても，現実的な生産コストや価格設定を意

識する必要がある。また，実際に漬け物のみを購入する

ために直売所を訪問する状況が継続するとは通常考えに

くく，高齢者層の余暇利用行動を分析し，地域一帯として

活性化計画を作り出せるかが重要であると想定される。

さらに，都市住民が里山で行う環境活動や農作業など

の経験は環境価値の評価向上に寄与し，購買行動に一定

の効果が見られたが，本調査が実施したような，紙での

簡易な情報提供では，殆ど効果が見られなかった。

2 本稿の限界と残された課題

限りある地域資源を活かした活性化事業の精度を高め

ることの重要性は依然高く，個別の案の効果に対する診

断手法への期待も大きい。この点について，本研究の調

査では，シナリオの設定，提示金額別サンプルの偏り等

に起因するバイアスが混在する可能性がある。また，結

論的には高齢者の評価が大きかったが，アンケー卜回答
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者における高齢者の割合が少ないことも問題である。よ

って，本研究の意義をさらに高めるためにも，支払意志

額のより厳密な推定結果が得られるよう追加調査が求め

られると同時に，計画の診断結果としての説明力を高め

る必要がある。
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注

注1) 正式名称は「地域における多様な主体の連携によ

る生物の多様性の保全のための活動の促進等に関

する法律Jである。

注2) そのように結論づけている近年の研究では，例え

ば大石・竹下 (2009)のがある。

注3)生物多様性の価値に関する認証は，消費者の責任

感や満足感を高めるとされる(浅野 (2009) 5))。

注4) 同様の問題意識に基づいて，岩本・前)11 (2011) 6) 

は， CVMによって地域ブランド形成の可能性を評

価する目的で消費者の支払意志額を推定している。

本論文では，後に示すように，里山の地活用経験や

生物多様性保全に関する包括的な情報の有無など

を評価指標にすることで，研究の意義として都市・

農村協働の展開を目標としているところに，計画デ

ザイン的な独自性を見出している。

注5) 西村ら (2012)7)では，生物多様性に配慮した水田

農業維持の経済的成立条件について，消費者の支払

意志額によって考察している。その議論の中でも，

生物多様性保全に関わる多様な取り組みの評価に

基づいて，環境価値の評価を普遍化させる必要があ

ると結論づけている。

注6)CVMの基本的な内容は，開発者の著書に詳しい(栗

山 (1997)8))。なお，著者は CVMを使用するには

高価なソフトウェアや統計学の知識が必要なこと

が CVM普及の桂措であると指摘しているが，本ソ

フトウェア(http://homepage1.nifty.com/kkuri/ )は

CVMの論理性を理解するにも有用であり，基本的

な研究には十分な仕様である。特に，フリーウェア

であることが，地域計画の現場にとって極めて有効

なツールとして期待できる。
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Summary : In this research， 1 diagnosed the rura1 invigoration project that was producing an indigenous good and sel1ing it at farm 

stand by Contingent valuation method. This questionnaire results showed fol1owing points. At first， a farm stand had a conditional 

effect for customer. Second， the willingness to pay of elder was higher than that of young people. Third， citizen's willingness to pay 

(WTP) was enhanced by experience of participation to environmental or agricultural activity. However， simplified provision of 

information about environmental value ofSATOYAMA to consumers had only a slight effect on WTP. 
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