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第１章 研究の背景と目的 
１‐１．研究の背景 

かけがえのない地球といわれるわれわれの惑星は、その表面積の 3 分の 2 が海で覆われ

ている。そこには、人間の想像をはるかに超える無数の生命に満ち溢れ、地上とは別の世

界が広がる。その中を、しばらく海の中で流れに身を任せてみると、遺伝子に刻み込まれ

た記憶が蘇るかもしれない。今からおよそ 35 億年前、この地球にはじめて生命が誕生した

のは、海であった。原始の海から数多くの生命が生まれ、長いときをかけて進化し、今日

のような多様な生命が絶妙な生態系を構成している。 

しかし、現在われわれは長い地球の歴史の中でかつてない種の絶滅を経験している。産

業革命後、地球史上６回目の大絶滅が始まり、多くの大型哺乳類や鳥類が人間の活動によ

ってこれまでの10倍から100倍の速度で絶滅している1。もちろん、人間の影響は海の生態系

にも及んでいる。ある推計では、この数百年の間に少なくとも1200種の海洋生物が絶滅し、

100年後には何千種もしくは100万種以上が絶滅するかもしれないと言われている2。 

最大の問題は、絶滅に対して生物の進化の速度がついていけないということである。そ

れが意味することを理解するには、生態系とはなにかということを考えればならない。わ

れわれは、特定の環境にみられる生物群集とそれに影響を与える温度や光などの非生物的

環境からなる機能的なシステムを生態系とよんでいる。その中で、生物群集は、生産者、

消費者、分解者に分かれて機能する。生態系はひとつのシステムである。 

生物群集の構成は、非生物的環境の作用によって攪乱がおきてもそう簡単に崩壊はしな

い頑健性（robustness）があり、特定の種の個体数が少なくなってもそれに取って代わる

種が増えれば、生態系機能は戻る。その復元性（resilience）を支えるのが生物多様性で

ある。しかし、種が適応する時間的余裕がなければ、生態系を維持する代わりの種も現れ

ず、物質循環が滞って生態系は崩壊してしまうという脆弱性（vulnerable）も備えている。 

今、地球全体でこのシステムの維持に必要な生物多様性が失われつつある。生物多様性

という概念は極めて新しいが、地球環境問題において気候変動と並ぶ重要な関心事項のひ

とつになった。2010年は、国際生物多様性年と定められている。そもそも、生物多様性を

意味する“Biodiversity“という言葉は、1986年、昆虫学者であると同時に生態学者である

E．O．ウィルソンによって最初に公式に用いられたといわれている。その後、1992年のリ

オ・デジャネイロで開かれた地球サミットで生物多様性条約が採択され、ようやく各国で

さまざまな取り組みがされるようになった。 

 しかし、生物多様性に対する人々の意識が十分醸成されているとは言いがたく、特に、

陸域と比べてみても、海洋における生物多様性に対する取り組みは目立たない。ただでさ

                                                   
1 大森信, ボイス・ソーンミラー 『海の生物多様性』 築地書館 2006 P４ 

2 大森, ソーンミラー 前掲注 1 P 12 
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え、生物多様性に対する脅威は定量化することは困難であり、認識されにくいため、水面

下の生態系の現状を把握することは陸上よりもさらに難しいであろう。しかし、地球にお

ける海洋の存在を過小評価してはならない。われわれは、失われつつ海洋生態系を保全す

るために何ができるのであろうか。 

 多くの生き物を絶滅に追い込んでいる主要な要因は、生息地環境の破壊や悪化であると

いわれている。そこで、生態系を保全する有効な手法として、多くの国で保護区という制

度が用いられている。日本においても、さまざまな保護区が存在する。陸域の保護区は、

改善の余地はあるが、現在、鳥獣保護狩猟法に基づく特別保護地区や鳥獣保護区、自然公

園法に基づく特別保護地区や特別地区、自然環境保全法に基づく原生自然環境保全地域や

自然環境保全地域、保護林制度のひとつとして森林生態系保護地域などの制度が確立して

いる。では、海域に関してはどうであろうか。                                                                                                                                                                                               

 海洋生態系の保全に有効であると国際的に注目されている制度の一つに海洋保護区があ

る。その概念は広く、国や地域によってさまざまである。昨今は、海洋生態系を保全する

方法としてだけではなく、漁業資源管理の減少が懸念されている中、持続可能な漁業を達

成する方法としても、有効であるとの認識が高まりつつある。しかしながら、日本では、

海洋を取り巻く問題は多く存在するものの、海洋先進国といわれる米国やオーストラリア、

カナダなどと比較すると、その制度化は進んでいない。 

 

１‐２．研究の目的と手法 

 本稿は、失われつつ海洋生態系の保全に有効な手法であるといわれている海洋保護区に

ついて、日本での発展を阻む要因を浮き彫りにすることによって、日本における海洋保護

区をめぐる問題解決の糸口をつかむことを目的としている。 

 海洋保護区は、海洋生態系を保全する方法として、さらには、持続可能な漁業を達成す

る方法としても、国際的に有効性が評価されつつある。しかしながら、日本では、海洋保

護区に関する制度化が遅れているだけではなく、海洋保護区という言葉すら定着していな

い。これには、いかなる要因があるのだろうか。 

 海洋保護区が一般の人々や地域住民に受け入れられるか否かは、海洋保護区の設置によ

る便益（benefit）が設置以前と比較して増大するかに依存している。これは、ひいては海

洋保護区に対する政府の後ろ盾を得られるかに影響する。直接の利用者は、概して消費的

な利用を想定するが、海洋生態系から得られる便益には、非消費的な利用もあることを見

過ごしてはならない。しかし、このような便益は、認識されにくいため、無いがごとくみ

なされているのが現状である。そこで、海洋保護区の設置によって海洋生態系が保全され

ることに対する便益を適切に測る必要がある。 

一方、海洋保護区の設置においては、さまざまな利害調整が必要になることが予想され

る。海洋保護区の設置によって漁業に影響を与えれば、少なからず一時的な漁獲高の減少
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が伴う可能性があるため、漁業者に対する補償も必要となる。また、海洋保護区の設置に

あたっては、地域住民の理解や協力も不可欠となる。こうした利害調整は、費用（cost）と

してとらえることができる。そこで、海洋保護区の設置に伴う人々の選好を探ることが必

要となる。 

では、こうした海洋保護区をめぐる人々の真の便益や費用は、果たして測定することが

可能なのであろうか。そこで、本稿では、環境影響評価手法の代表的な手法であり、特に

非利用的価値の定量化に有効であるCVMやコンジョイント分析を用いて、日本で海洋保護

区を発展させる上での問題を明らかにする。 

  

１‐３．本稿の構成 

本稿は、以下のように展開する。 

第２章では、現在、海洋環境を取り巻くさまざまな問題を整理する。われわれは、乱獲

をはじめとする漁業資源の枯渇、海洋生物の生息地の破壊など多くの問題に直面している。

そこで、海洋環境を保全する有効な手段の一つである海洋保護区を取り上げ、日本におけ

る法的に定められた海洋保護区とよばれるものを概観してみると、海洋生態系を守るため

の海洋保護区は皆無に等しいことが確認できる。日本での海洋保護区の発展を考えるにあ

たり、海洋保護区の費用便益の観点から考察する。 

第３章では、海洋保護区の設置に伴う真の費用便益を算出するために、ＣＶＭやコンジ

ョイント分析を盛り込んだアンケートを設計する。本稿では、事例研究として、世界自然

遺産候補地として知られている小笠原国立公園を取り上げている。 

第４章では、アンケートの分析結果を示している。CVM では、小笠原の沿岸１㎞を海

中公園地区に法的な格上げを行うことに対する WTP の推計を行う。この結果から、生態

系を保全する理由として、いかなる説明が、広く人々に受け入られる可能性を探る。さら

に、どのような要因が WTP に影響をしているかを探るため、フルモデル分析を行う。国

民の海洋環境への関心を高める要因を客観的な数値をもとに明らかにしたい。また、ＴＷ

ＴＰの算出を試みることで、生態系の価値を可視化することができれば、生態系が社会シ

ステムへ内部化される可能性が高まるであろう。 
 続くコンジョイント分析では、日本でいかなる海洋保護区が望まれるかを探るために、

海洋保護区の設置にあたり主要な論点となる属性について人々の選好を分析する。また、

属性ごとのサブグループに分けて分析を行うことによって、どのような背景がどの程度、

推計値に影響を及ぼすのかを探ることで、その差異の存在を認識し、今後、海洋保護区に

関する政策決定過程の指標になることを期待する。 

第５章では、地域住民と一般の人々との間にいかなる選好の差異が存在するかを検証す

る。地域住民用アンケートと一般アンケートで得られた各サブグループの推計値を比較

することで、制度導入にあたり、直接の利害関係を有しない一般の人々が地域住民の選
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好を把握するには、いかなる方法が有効であるかを模索する。 

最後に、第６章では、上記の分析を踏まえて、まとめと考察を行い、これからの日本に

おける海洋環境の保全政策に関する提言を試みたい。 
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第２章 海洋保護区をめぐる問題 
２‐１．海洋環境の劣化 
 日本は、四方を海で囲まれている。領土は狭いが、多くの島々で構成されている我が国

の海岸線の長さは約3万キロに及び、世界で上位に入る。このような地理的な環境から、日

本は、海洋環境と切り離せない関係にあるといえよう。そこで、本論に入る前に、現在、

海洋環境が人間の活動によりどのような影響を受けているかについて整理したい。 

 

（１）乱獲 

 これまで人間が乱獲したことによって絶滅した海洋生物の中には、ステラーカイギュウ

やオオウミガラス、カリブモンクアザラシなどがある。また、絶滅の危機に瀕していると

いわれているクジラについては、1950年から1960年代にはピークを迎え、年間に5万頭以上

が捕獲されていた3。特に、現存する最大の動物種であるシロナガスクジラは、巨大で高速

なことから捕獲が困難なため、古くは捕鯨の対象とはならなかった。しかし、19世紀以降、

爆発銛、大型・高速の捕鯨船が導入された近代捕鯨が始まると捕獲対象となり、乱獲され

た。IUCNのレッドリスト2006によると、はじめていくつかの海洋生物群の包括的な地域的

調査・分類が行われ、とりわけ成長の遅く、過剰捕獲の影響を受けやすいサメやエイは、

世界中で前例のない速さで減少していることが明らかになった。 

 現在も、19世紀末以降、漁業技術の向上により漁獲量が飛躍的に増大してから、世界的

に漁業資源の管理が深刻な問題になっている。実際、国連食料農業機関（FAO）では、資源

評価のための知見を有している資源について、その利用状況をもモニタリングしており、

2005 年の状況を以下のように述べている。図2‐1で示す通り、「主要な漁業資源や魚種グ

ループのうち約4 分の1 は、利用度が低い（3％）もしくは適度な利用状況（20％）にあり、

これらの資源は、今後、漁獲量の増大をもたらす可能性があるが、約半分（52％)の資源は

満限に利用されており、最大持続生産量（MSY）4に到達しているかそれに近い状態にある。

一方で、約4 分の1 の資源は、過剰漁獲の状態（17％）、枯渇状態（7％）、枯渇からの回

復途上の状態（1％）のいずれかとなっている。」5さらに、FAOは、1974 年から2003 年に

かけて、未利用または適正な利用が行われている資源の割合が一貫して減少したのと同時

に、過剰漁獲にある資源や枯渇状態にある資源の割合が増大していることを指摘しており、

このことからも今後の漁業資源問題が深刻化する可能性があることがうかがい知れる。 

                                                   
3 大森, ソーンミラー 前掲注 1  p107 
4 Maximum Sustainable Yield の略で、生物資源を減らすことなく持続的に達成できる最大の漁獲量と

定義される。 
5 水産総合研究センターホームページ http://kokushi.job.affrc.go.jp/genkyo-H19.html 
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図2‐1：国際的な漁業資源の利用状況 
 

このような資源枯渇問題に対する漁業資源管理には、最大持続生産量（MSY）といった考

え方がある。「MSY100％以上＝乱獲」「MSY100％漁獲」「MSY100%以下」というように、漁獲

量によって分ける考え方は、われわれの海洋生物に対する見方を反映しているように思わ

れる。この考えは、自然に対して加味しなければならない不確実性やまだ解明されていな

い生態系内の相互関係が十分考慮できない点で限界があるといえよう。 

 

（２）生息地の物理的破壊 

 海洋では、沿岸が最も生息地の破壊を招きやすいといわれている。世界における人口 250

万以上の大都市の 3 分の 2 は海に面しており、全人口の 70％以上が海岸から 100km 以内に

暮らしている6。港湾の建設、湿地の改変、干拓、堤防や桟橋の建設、観光客設備の開発な

ど生き物の生息地に多大なる損害を与えてきた。東京湾はすでに 20％が埋め立てられたと

いう。特に、干潟は農業生産に寄与しない土地と考えられ、20 世紀までに世界各地で干拓

や埋め立てが行われてきた。残念なことに、日本では 1945 年に約 80,000ha 存在した干潟

が、1996 年には 50,000ha 以下に減少してしまっている7。しかし、干潟の生物群の多様

性、渡り鳥の中継地としての意義、潮汐作用や生物群による水質浄化作用、沿岸のマング

ローブ林による津波災害の軽減などが知られるようになり、干潟を保護する機運も高まり

つつある。 

また、トロール船や底引き網の利用などの一部の漁法によって魚場の海底がひどく影響

を受けている。日本国内ではみられないが、一部の途上国においては、いまだダイナマイ

トなどの薬物を用いる漁法もあとを絶たない。こうした破壊的な漁法は、一度行うだけで

                                                   
6 大森, ソーンミラー 前掲注 1  P113 
7 環境省ホームページ http://www.env.go.jp/nature/koen_umi/umi02_3.pdf#search='干潟の減少' 
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も漁獲対象種だけではなく、そこに生息する海底生物の回復を困難にする。 
 さらに、間接的に漂流ゴミも海洋哺乳類や海鳥、ウミガメなどの生息地を脅かす。これ

は、国際的な問題であり、事実、沖縄の島々に漂着するゴミの 7 割以上は隣国の韓国や台

湾、中国からのものであることが確認されており、国際的な問題となっている。 

 

（３）化学汚染 

 海洋汚染の全体の約 8 割が陸上に起因するものであり、残りの 2 割は船舶の航行や油田・

ガス開発などの海洋におけるさまざまな活動に起因する8。汚染原因である化学物質は直接

海に流されるものや、大気などに運ばれて海にたどり着くものもある。さらに深刻なのは、

化学物質は水溶性や脂溶性のものが多く、食物連鎖を通じて上位捕食者の体内へと濃縮さ

れる「生物濃縮」が生じることである。 

化学汚染には、栄養汚染と毒物汚染がある。栄養汚染物質として代表的なものが窒素で

ある。ある程度までは、生態系の生産性を増加させるが、増えすぎると富栄養化が生じ、

生態系が悪化する。実際、河口や沿岸域では、絶えず栄養塩類が流入するため、生態系の

回復が困難になってしまうことも少なくない。また、富栄養化が原因となり、青潮9や赤潮

10などが発生する。 

一方、毒物汚染の中には、自然発生するものもあるが、多種多様な合成化学物質が生態

系における多様性の低下をもたらしている。こうした物質は、ある濃度以下では害にはな

らないが、食物連鎖を通って栄養段階の上位生物の体内に濃縮されていくことで生態系に

大きな影響を及ぼす。合成有機化合物は、現在までに８万種以上が作られ、そのうち約 3000

種が全体の生産量の 9 割を占めると推定されており、毎年新たに 200～1000 種もの化学物

質が市場に出ている11。とりわけ、残留性有機汚染物質（ＰＯＰs）は、長距離を移動する

ことで、広範囲にわたって海洋生態系に悪影響を与えることが知られるようになった。 

さらには、日本に輸入される物資の 9 割が海上輸送に依存しており、図 2‐2 に示す海上

保安庁のデータによると、日本近海では、毎年約 300 件近くの油流出事故が起きている12。 

                                                   
8 大森, ソーンミラー 前掲注 1  P115 
9 富栄養化の結果として海水が青色ないし白濁色を呈する現象。海水が富栄養化するとプランクトンが大

量発生することがある。この大量のプランクトンが死滅すると下層へ沈殿し、底層で生分解される過程で

酸素が消費され、貧酸素水塊ができる。青潮は、この貧酸素水塊が強風の際などにおこる湧昇現象によっ

て、岸近くの水の表層に上昇したものである。しばしば低層の嫌気分解で生じた硫化水素等を含むため、

大気中の酸素と反応して青色ないし白濁色を呈することとなる。主として東京湾で発生することが知られ

ている。 
10 プランクトンの異常増殖により海水が変色する現象のことであり、赤潮とはいってもその色は赤色と

は限らない。こうした現象を引き起こす原因は、主として富栄養化による植物プランクトンのウログレナ

（黄色鞭毛藻類）やペリディニウム（渦鞭毛藻類）等の大量発生にある。有害プランクトンが増殖したり、

大量発生したプランクトンの死骸の分解過程で酸素消費量が増大し溶存酸素が欠乏するため、しばしば魚

介類の大量死をもたらすなど、水産業に多くの被害を与える。 
11 大森, ソーンミラー 前掲注 1  p124 
12 海上保安レポート 2007  http://www.kaiho.mlit.go.jp/info/books/report2007/top.html   
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図 2‐2：海洋汚染の発生確認件数の推移 
 

（４）外来種の移入 

 海洋環境においては、陸上と異なり連続性があるため、外来種の問題は認識されにくい。

しかし、外来種の進入によって大変動が起こった例は多くある。これには、世界中の港で

バラスト水が排出されるようになったことも関係している。バラスト水によって、海水を

入れた港からプランクトンや底生生物の卵や幼生などの無数の生き物が運ばれてくる。国

際海事機構（IMO）によると、世界で年間約百億トンのバラスト水が移動している。近年、

バラスト水を必要としない新たな船舶やバラスト水中の生物処理技術の開発、バラスト水

規制への国際的な取り組みを求める声が高まり、2004 年 2 月には「船舶のバラスト水及

び沈殿物の規制及び管理のための国際条約」（バラスト水規制条約）が採択された。 

このように、バラスト水への混入や船体付着などの船舶を介したもの以外に、日本にお

ける外来海洋生物の人為的な移入は、水産的営為を介するものが圧倒的に多い。現在、海

外から日本に移入されたことが確実とされている外来海洋生物は４９種にのぼり、そのう

ち、水産物または水産研究の目的で意図的に輸入されたものが２１種（42.9％）、輸入水産

物に混入して非意図的に移入されたものが３種（6.1％）、船舶を介した非意図的に移入さ

れたものが２４種（49.0％）、水槽での観賞用として意図的に移入されたものが１種（2.0％）

である13。2005 年に「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」が施

行されたが、その中に、現在のところ、外来の海洋生物は含まれていない。外来種の存在

                                                   
13 岩崎敬二 「日本に移入された外来海洋生物と在来生態系や産業に対する被害について」『日本水産学

会誌』 Vol.73, No.6  pp. 1121-1124 2007 
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が、固有の生態系を撹乱する可能性は否定できない。 

 

（５）気候変動 

 地球温暖化問題は、人類が直面している大きな問題のひとつになっているが、海洋環境

に与える影響も見逃してはならない。IPCC 第 4 次評価報告書によれば、平均気温が過去 100

年で 0.74 度、今世紀中にはさらに 1.8～4 度上昇すると予測されており、図 2‐3 で示すよ

うなさまざまな影響が懸念されている。すでに、海洋生態系への影響は低緯度地域でも起

こっており、1℃か 2℃の温度上昇が海水面の上昇やサンゴの白化などに多大な影響を与え

ている。また、大気中に増加した二酸化炭素が海洋の表層に溶け込むことによって、海水

の pH は、現在の約 8.1 から 100 年後には 7.8 程度に低下し、酸性化が進むと予測されてい

る14。 

 

図 2‐3：地球温暖化による海洋への影響 

 

加えて、温暖化が進行し、氷河が後退することによって、海水の塩分濃度が低下し、海

                                                   
14 大森, ソーンミラー 前掲注 1  P131 
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1980-1999 年の平均気温からの差 
参照：IPCC 第４次評価報告書より作成 
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流の循環パターンが変化すれば、生物の分布にも影響する。地球全体の海洋には、風によ

って作られる表層の海流と密度の違いにより生じる深層流の 2 種類の海流があり、海水の

密度は、水温と塩分と圧力によって決まる。あるモデルによれば、グリーンランド沖の海

水温が現在より上昇すれば、海水の沈降は弱くなり、海洋の大循環が機能しなくなるとい

う危険性をはらんでいるとも示唆されている。 

 

 以上のように、海洋環境はかつてないほどにさまざまな影響を受けており、海洋生態系

に及ぼす影響は計り知れないことが理解できる。そして、ほぼあらゆる事象の原因には人

間の活動が関係していることは看過できない。今後、われわれは、このような問題をいか

に解決していくことができるのであろうか。 

 

 

２‐２．海洋保護区の意義 

 IUCN によれば、図 2-4 が示すように、野生生物を絶滅に追い込んでいる最大の要因は、

生息環境の破壊や悪化である。そこで、生態系を保全する手法として、保護区という制度

が用いられている。海洋についても例外ではない。保全生態学によれば、おそらくもっと

も単純で、もっとも確実な生態系管理のための手法は、保護を要する一定の場所を一時的

に、または恒常的に、いくつかのまたはすべての妨害要因から保護するという場所本位の

アプローチ、すなわち海洋保護区であるという15。 

 

図 2-4：野生生物を絶滅に追い込んでいる要因 

                                                   
15 E.North and L.Crowder Marine Conservation Biology, Island press  pp306-307 ,2005 
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 世界的に海洋生態系の保全に対する意識は高まりつつあり、日本でも平成 19 年 4 月に成

立した「海洋基本法」第 16 条の規定に基づき、海洋基本計画が作成された。同計画の第 2

部政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策の中に、海洋環境の保全がある。特に、関連省

庁が連携しあい、生物多様性の確保や水産資源の持続可能な利用に資するため、海洋保護

区について、わが国におけるあり方を明確化するとともに、その適切な設定を推進するこ

とが謳われている。本項では、海洋生態系の保全する制度として注目される海洋保護区に

ついて紹介する。 

 

（１）海洋保護区の定義 

海域における保護区のはじまりは古く、制度としての海洋保護区が創設される前からす

でに太平洋海域などでは地域社会の取り決めによる水産資源の保護培養を目的とした禁漁

区が設定されてきた。国内でも、決して新しい概念ではなく、古くから宗教上の禁忌や地

域の合意にもとづく禁漁区の記録が各地に残されている。海洋保護区の定義はさまざまあ

るが、本稿では IUCN 第 17 回総会（1988 年）採択された決議（17.38）より引用し、次の

ように定義する。すなわち、海洋保護区とは、「潮間帯又は潮間帯下のいずれの区域であっ

て、その上部水域及び関連する植物相、動物相、歴史的及び文化的特徴が、閉鎖環境の一

部又は全部を保護するために法律又は他の効果的な手段により保全されている区域のこ

と」である。この定義には、以下のことが包含されている16。①場所との関係において、

海洋保護区は常に海洋環境を含むが、沿岸の陸域及び島嶼を含むことがある。②規制につ

いては、何らかの形で保護が行われていればならず、通常は法律だが、伝統や慣習なども

含む。③保護の程度については保護区全体で同じである必要はなく、広大な海洋保護区で

は影響や利用により保護の程度が区分される（ゾーニング）。④保護対象の関係では、沈没

船、歴史的灯台や防波堤などの文化的な特徴も保護される。⑤「海洋保護区は人々の立ち

入りを禁止すべきである」とは述べられていない。実際、世界的に、上記の定義に該当す

る海域は、科学調査や採取などが禁じられているノーテイク・ゾーンや、漁業や船舶航行

などが禁じられている海域、特定の希少種の生息地を保護する海域など多様な用途に用い

られている。 

 

（２）国際的動向 

1962 年シアトルにて、米国国立公園局および IUCN が共催した第 1 回世界国立公園会議

で、重要な海域を人間活動による荒廃から守るために海中公園又は保護区の創設を各国に

求める勧告が採択され、これ以降海洋保護区が世界的に普及した17。この会議には、日本

                                                   
16 加々美康彦 「国連海洋法条約の実施と海洋保護区の発展--排他的経済水域に設定される保護区に焦

点を当てて」『海洋政策研究』No1 PP153-221 2005 
17 加々美康彦 「海洋保護区～国際的な状況と日本の対応」『沿岸域学会誌』第 21 巻 第 1 号 pp34-38 
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で国立公園制度創の設及び発展を先導してきた「日本の国立公園の父」と言われる田村剛

博士が参加した。なお、同会議は、1958 年にアテネで開催された第 6 回 IUCN 総会で、田

村博士が提案し、実現したものであると言われている。さらに、1975 年 5 月 12 日から 14

日にかけて財団法人海中公園センターとＩＵＣＮが共催した「国際海中公園会議」は、海

洋保護区に関する最初の会議であった。32 カ国から 109 人の参加者を東京に集め、海洋保

護区の設定及び管理のための基準と指針を討議し、海洋保護区の設定を促進するための勧

告を発表した。このように、海洋保護区の発展に寄与した日本ではあるが、その後は、保

護を拡張したい IUCN と観光利用に利用したい日本側との意向が異なり、海洋保護区の発展

における日本の先導は停滞してしまう。 

しかし、国際的には、1992 年のリオ・サミットで採択された生物多様性条約が、海洋保

護区の動きを加速させている。1995 年の CBD COP2 で海洋保護区の設置推進が行動計画と

して採択され、いわゆるジャカルタ・マンデートとよばれている。さらに、リオ・サミッ

トの 10 年後に開催され 2002 年のヨハネスブルグサミット（WSSD）では 2012 年を期限と

する代表的海洋保護区のネットワーク構築が実施計画として採択された。翌 2003 年の第

５回世界公園会議においても、WSSD の 2012 年目標を支持するとともに、公海も含め海洋

保護区を設置・拡大し、代表的生息域の 20～30%が厳正に保護されるべきとの勧告を採択

がなされた。加えて、2004 年の CBD COP7 においても 2012 年という期限が設定され、2005 

年に CBD 科学技術助言補助機関（SBSTTA/UNEP）が全海洋の 10%を海洋保護区にするという

数値目標を推奨している18。 

 

（３）海洋保護区の目的 

海洋保護区は、生物多様性と生産性の回復を促すために重要かつ危機的な生息地を保護

するために用いられる。また、海洋保護区の設置により、地域住民に海洋の管理責任が増

大する動機付けになるといわれている。海洋保護区が最も支持される目的は、海洋の生物

多様性を保全し、守ることである。つまり、種の多様性と種の相互作用という自然のバラ

ンスを維持することにある。 

海洋保護区のもう一つの重要な目的は、漁業管理をより有効なものとすることである。

保護区を設けることによって、一時的に漁獲高が減るなどの負の側面もあるといわれてい

るが、漁業に対しても有効な側面も存在する。一般的に非保護区と比較して、境界内の魚

は、種の豊富さ、個体の大きさや年齢構造において、大きな増加を示すことが確認されて

いる。また、いくつかの魚種では、保護区から非保護区である漁場へ、幼魚や成魚が派生

                                                                                                                                                     
2008 

18 「国立・国定公園に係る海域の保全及び利用に関する懇談会」資料 2-3：海域保護地域をめぐる国際的

動向. 2007.1.22  http://www.env.go.jp/nature/koen_umi/umi01_2-3.pdf.  
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的に増加することによって、長期的に漁獲量を高める可能性を有している。このことから

わかるように、近年の漁業資源管理において、予防原則に基づく管理やエコシステムアプ

ローチの採用という点からも注目されている。 

 

 

２‐３．日本における海洋保護区の現状 
世界的に発展しつつ海洋保護区に関して、日本での現状を整理し、問題点を指摘する。

本項では、既存の日本における法律上の海洋保護区について言及することとし、漁業組合

などで自主的に行われている取組みについては触れないこととする。 

 

（１）保護水面（水産資源保護法 14 条） 

水産資源保護法は、水産資源の保護培養を図り，且つ，その効果を将来にわたって維持

することにより，漁業の発展に寄与することを目的としている（法１条）。水産動物が産卵

し、稚魚が生育し、又は水産動植物の種苗が発生するのに適している水面であって、その

保護培養のために必要な措置を講ずべき水面として農林水産大臣又は都道府県知事が指定

する区域をいう（法 14 条、保護水面の指定基準）。現在、55 箇所 2948ｈａが指定されて

いる（平成 14 年 8 月末現在）。保護水面を指定する際には、指定者は保護水面の保護対象

となる水産動植物の指定やその採捕の制限、禁止などに関する管理計画を定めることとさ

れている。管理は管理計画に基づき、当該保護水面を指定した農林水産大臣もしくは都道

府県知事が行う。また、保護水面の区域内では埋立てや浚渫などの工事もしくは河川の流

量や水位の変更をきたす工事を行う場合には、管理者の許可を得なければならない。 

保護水面の指定基準は、「現に水産動植物が、著しく繁殖しているか又は適当な保護培

養方法を講ずることにより水産動植物の繁殖を著しく促進できることが確実な水面」かつ

「当該水面における水産動植物を保護培養することにより他の水面における当該水産動植

物の増殖に貢献することが確実な水面」、または「資源状態の著しく悪化している水産動

植物が生息又は生育しており、適当な保護培養方法を講ずることにより当該水産動植物の

繁殖を維持又は促進できることが確実な水面」でなければならない（最終改定：平成5年4

月8日農林水産省告示322号）。 

 保護水面の対象種は、漁業にとっての有用な水産資源に限られていたが、平成 5 年に指

定基準が改正され、希少野生水産動植物も対象にできることとされた19。しかし、平成５

年以降の指定には想定されていた魚種はなく、従来の水産増産の観点からの指定が続いて

                                                   
19 平成 5 年に追加された指定基準二により保護が想定された魚種としては、 キリクチ、サツキキマス、

イワメ、リュウキュウアユ、アリアケシラウオ、アリアケヒメシラウオ、 ヒナモロコ、ウシモツゴ、イ

タセンパラ、ニッポンバラタナゴ、スイゲンゼニタナゴ、ミヤコタナゴ、  
アユモドキ、ネコギギ、ギバチ、ムサシトミヨがあげられている。 
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いるのが現状である。また、従来の保護水面は、水生生物を対象とした生息地の保全対策

として、最も効果の高い制度の一つであると考えられているが、近年、その指定箇所数は

横ばいから減少傾向にあり、また、国から都道府県へ交付される補助金である保護水面管

理事業費については、大幅な減額になった上に、いわゆる三位一体改革によって平成 15

年度限りで廃止されている。これについては、①保護水面においては、沿岸漁業の漁獲量

が総じて減少傾向にある中で、水産動植物種の採取が制限される場合が多いことから、良

好な漁場を保護水面として指定することについて関係者や関係機関の了解が得られないこ

と、②保護水面において行為規制が行われることから、河川・土木行政との調整がつかな

いことなどが理由としてあげられている20。 

 以上の点から、保護水面は、水産資源の保護培養が目的のため、水産資源の特定種しか

保護の対象となっておらず、従来用いられていた漁業資源管理としての役割しか想定され

ていない海洋保護区であるといえる。 

 

（２）海中公園地区（自然公園法 24 条） 

自然保護法の目的は、優れた自然の風景地を保護するとともに，その利用の増進を図り，

もつて国民の保健，休養及び教化に資することである（法 1 条）。環境大臣は国立公園に

ついて，都道府県知事は国定公園について，当該公園の海中の景観を維持するため，公園

計画に基づいて，その区域の海面内に，海中公園地区を指定することができる。現在、国

立公園 11 公園 34 地区 82 箇所 1466.1ha、国定公園 14 公園 31 地区 67 箇所 1385.4ha が指

定されている（平成 19 年 3 月末現在）。 

海中公園の制度の趣旨は、自然公園の海面の区域において、熱帯魚、さんご、海そう等

から構成されるすぐれた海中景観をいわゆる海中公園として保護し、利用することにある

（法 24 条、昭和 45 年 6 月 5 日厚生省発国第 70 号）。 

海中公園の指定基準は、①周辺の陸域、海域がともに国立公園又は国定公園の区域とし

て指定されており、かつ陸域の自然保護が十分はかれるものであること、②海底地形に特

徴があり、海中動植物が豊富であること、③海水が清澄であり、河川等により汚濁される

おそれが少ないこと、④水深はおおよそ 20ｍ以浅を標準とすること、⑤潮流および波浪が

あまり激しくないこと、⑥桟橋、休憩所、自然教室、駐車場等の陸上関連施設を設ける土

地が周辺にあること、⑦漁業との調整が可能であり、特に海中景観の保護について地元漁

業関係者の協力が得られること、⑧その他各種産業開発による景観破壊のおそれがないこ

とがあげられている。 

平成 14 年の改正により、「生物多様性」の概念が含まれたことは意義があるが、法律上

規定されているのみで、実際は、実質的な管理やモニタリングがまったくなされていない、

                                                   
20 桜井, 政和. 保護水面制度の現状・課題と政策的展開方策 ワイルドライフ・フォーラム 9, (3): 75-6.  
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いわゆるペーパーパークが多い21。また、それぞれの面積はきわめて小さく、本稿で事例

として研究する小笠原海中公園地区（計 7 箇所）がもっとも大きく総面積 463ha で、その

ほかの多くは 20ha 以下である。したがって、限られた景観は保護できても、生態系の保護

や生物多様性の保護は難しいといえる。また、指定地域内でも漁業活動は認められており、

海中公園の指定は単に観光振興のためだけといった見方もなされている。公園管理の主管

当局である環境省は、自らは土地所有権や管理権がなく、海域では漁業協同組合の協力が

必要なために課題は多く残されている。 

しかしながら、自然公園は、海域の自然環境の保全に関する制度としては、もっとも広

い面積をカバーしており、環境省では平成 18 年度から国立・国定公園に係る海域の保全お

よび利用に関する現状と課題を把握するため、さまざまな検討を開始している。 

 

（３）特別海中地区（自然環境保全法 27 条） 

自然環境保全法は、貴重な原生自然の保護を目的とした包括的な法であり、特別海中公

園は、自然環境保全地域内の海域の区域のうち、生態系構成上重要な地区等で、対象を保

全するために必要不可欠な核となるものを保全するものである（自然環境保全基本方針第

2 部の 4）。自然環境保全地区の選定要件のうち、海洋に関しては、「熱帯魚、サンゴ、海

藻などの動植物を含む自然環境がすぐれた状態を維持している 10ha 以上の海域」が指定さ

れる。 

西表島の西端、崎山湾の湾口部一帯の海域は、唯一の海域の自然環境保全地域に指定さ

れている。周辺陸域に人工物が全くなく、人為の影響が少ないため、海水が清澄で、イシ

サンゴ類やウミトサカ類からなるサンゴ礁が発達し、豊富な海中生物相を有している。特

にサンゴ礁の外縁斜面には、アザミサンゴの大群落が多数存在し、その中の最大のものは

世界最大級といわれ学術的にも貴重である。しかしながら、指定面積が小さくサンゴ礁生

態系の保全に十分に寄与しているとは言えないといわれている。22 

海中公園と特別海中地区の違いは、積極的に利用の増進を図るかという点であり、後者

は、すぐれた自然に極力手を加えずに後世に伝えることを目的として設定されている。し

かし、現在の自然環境保全法は、自然保護を規定する自然公園法の上位にある法律ではな

く、自然公園法の枠の外で貴重な自然を保護しようとする法律であるため、自ずとその役

割はかぎられたものにすぎない23。それゆえ、すでに自然公園に指定されている地域は、

自然環境保全地域には含まれない。また、自然環境保全地域基本方針では、自然公園から

の指定替えはない。また、同基本方針では、海中特別地区の活用を唱ってはいるものの選

                                                   
21 一事例として、著者が南房総国定公園勝浦海中公園地区（千葉県）の現状を調査した付録資料２の現

地調査報告書を参考にされたい。 
22 石西礁湖自然再生マスタープラン. http://shizensaisei.com/pdf/5-1.pdf.  
23 畠山武道 『自然保護法講義』第 2 版 北海道大学図書刊行会 2004 pp233-234 
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定要領が「特異性、希少性、固有性」を重視しているため、指定は進んでいない。加えて、

自然環境保全地域は、自然公園ほど有名ではなく、地元にとって観光などの利点もあまり

ないため、地元市町村も誘致に無関心であることが指摘されている。24 

以上の点から、特別海中公園の現状を考えると、生態系の保全が目的とされている点で

評価されるが、その適用範囲はきわめて狭いことが特徴としてあげられる。 

 

（４）日本の海洋保護区 

以上のように、日本において法的に定められた海洋保護区とよばれるものを概観してみ

ると、生物多様性を視野に入れた総合的な海洋生態系を守るための海洋保護区は皆無に等

しいといえる。さらに、上記の根拠法が約半世紀前のものであり、実質的な見直しもなく、

いずれも沿岸域のごく狭い範囲に限られている上、地理的な連携もなく、一部を除いて継

続的なモニタリングや評価を行う機関が存在しない25。わが国の海洋保護区は、積極的な

海洋保護区の発展を重視する国際的な潮流とは乖離しているといえよう。その背景のひと

つには、特殊な沿岸漁業の存在が考えられる。日本の沿岸域では、共同漁業権という伝統

的に漁業者による自主的管理体制が存在するので、政府が漁業権の設定されている海域に

海洋保護区を設置し、拡大することは、漁業権者の反発が予想され難しい。実際、漁業者

にとっては、海洋保護区と禁漁区が同義語であると誤解されることも少なくなく、水産庁

も「漁業活動自体を否定しかねがい主張」と述べており26、日本の漁業の現場では、海洋

保護区に対して懐疑的な意見が多い。このようなことも、日本の海洋保護区の発展を阻む

大きな要因のひとつになっていると思われる。 

 

 

２‐４．海洋保護区に関する費用と便益 
（１）日本おける海洋保護区の費用便益 

 海洋保護区をはじめとする制度には、それに伴うさまざまな費用便益が発生する。制度

導入によって、費用がかさむばかりでは、制度の必要性や妥当性が疑われる。海洋保護区

についても同様に、海洋保護区が一般の人々や地域住民に受け入れられるか否かは、それ

による便益が、以前と比較してより増大するかに依存している。海洋保護区の直接の利用

者は、概して消費的な利用を想定するが、海洋生態系から得られる便益には、非消費的な

利用もあることを見過ごしてはならない。しかし、このような便益は、認識されにくいた

め、無いがごとくみなされているのが現状である。そこで、海洋保護区の設置によって海

                                                   
24 畠山,前掲注 27 pp238-239 
25 加々美康彦 「第６章 海洋保護区―場所本位の海洋管理」『海の国際秩序と海洋政策』 東信堂 

pp185-223 2006 p212 
26 水産庁ホームページ 「我が国の水産外交について」平成 15 年 5 月 

http://www.jfa.maff.go.jp/kokusai/gaikouhakusyo.html 
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洋生態系が保全されることに対する便益を適切に測る必要がある。 

一方、海洋保護区の設置においては、さまざまな利害調整が必要になることが予想され

る。海洋保護区の設置によって漁業に影響を与えれば、少なからず一時的な漁獲高の減少

が伴う可能性があるため、漁業者に対する補償も必要となる。また、海洋保護区の設置に

あたっては、地域住民の理解や協力も不可欠となる。こうした目に見えない利害調整も、

費用としてとらえることができる。そこで、海洋保護区の設置に伴う人々の選好を探るこ

とが必要となる。 

 表 2-1 は、先行研究を参考に、日本の海洋保護区をめぐる主な費用便益を整理したもの

である27。本稿では、特に、市場に反映されにくい非市場的価値に焦点をあて、海洋保護

区に関する真の費用便益を考察することを狙いとしている。 

 
表 2-1：日本の海洋保護区をめぐる費用便益 

便益 費用 

将来の漁獲高増加と周囲への派生効果 一時的な漁獲量低下の可能性 

ダイビングや釣り、観光など機会の向上 鉱物開発、海運業などの機会の喪失 

希少な生態系や種、個体群の保全 調査やモニタリングや施行の費用 

回復困難な開発の阻止 地域住民など啓発費用 

非市場便益の増加（遺産価値・存在価値） 非市場費用の発生 

 
（２）生態系サービス 

われわれは、生態系からさまざまな恩恵を受けており、その基盤となる生物多様性を説

明する際に、「生態系サービス」という考え方がある。1997 年に「ネイチャー」誌に発表

された、ロードアイラインド大学のコスタンザらによる論文では、生態系サービスを 17

に分け、生態系の果たしている役割を貨幣評価している28。それによると、地球全体の生

態系サービスの貨幣価値は、年間、少なくとも 16～54 兆ドル（平均値は 33 兆ドル）と見

積もられており、その多くが市場の外部にある。さらに、面積あたりの評価も加味する必

要があるが、世界の陸地が年間約 12 兆ドル、海洋が約 21 兆ドルと、海洋の機能を高く評

価しており、年間１ha あたりの価値は、外洋が 252 ドルに対し、内湾、浅海域，大陸棚

                                                   
27 National Research Council (U.S.). Commitee on the Evalution, Design, and 
Monitoring of Marine Reserves and Protected Areas in the United States . 2001 Marine 
protected areas : Tools for sustaining ocean ecosystems / commitee on the evalution, 
design, and monitoring of marine reserves and protected areas in the united states 
ocean studies board, commission on geosciences, environment, and resources national 
research and council. Washington, D.C.: National Academy Press. p48,p59 
28 Costanza.R 1997 The value of the world's ecosystem services and natural capital  Nature  

Vol.387  pp253‐260 
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などを含む沿岸域が 4052 ドルと評価している。 

また、国連の主唱により 2001 年から 2005 年にかけて行われた国連ミレニアム生態系評

価29では、生物多様性は生態系が提供する生態系サービスの基盤であり、生態系サービス

の豊かさが人間の福利に大きな関係のあることを示した。この中で、生態系サービスは、

①食料や水や遺伝資源など、生態系が提供する物質、②気候の制御や洪水の制御など生態

系プロセスを調整することによってもたらされる利益、③リクリエーションや美的利益な

どの文化的利益、さらに、④これらのサービスを支える基礎としての生態系機能の四つに

分類される。 

しかし、上記のような生態系サービスの概念は、あくまで最終的には人間が得られる利

益に主眼を置いたものであり、その背後には「人間」と利用対象としての「自然（生態系）」

という二項対立の考え方があるように思われる。地球を広義の意味において大きな生態系

と解するならば、人間も生態系を構成する一要素と考えるほうが適切であろう。そのよう

に捉えれば、生態系が人間にとって何も利益をもたらさなくとも、生態系そのものが存在

すること自体に価値があるとする考え方があってもいいのではなかろうか。たしかに、価

値は評価されてはじめて認識されるものであり、これを評価する主体はあくまで人間であ

る。しかし、このような問いに対して、これまで経済的に評価されてこなかった生態系の

価値を評価することは、真の費用便益を捉える上で重要となる。この点、環境経済学にお

ける自然の価値の分類が参考になる。 

 

（３）自然の価値の分類 

環境経済学において、生態系全体の価値および海洋の価値を直接的に整理した文献は見

当たらない。そこで、栗山の定義に則して、図 2‐5 のように、海洋の価値を踏まえながら、

以下のように再分類を試みたい30。 

まず、自然の価値は、人間の利用にかかわる価値である利用価値とそれ以外の価値であ

る非利用価値に分けられる。さらに、直接利用価値は 3 つに、非利用価値は 2 つに分類す

ることができる。 

利用価値の中でも、①直接利用価値は、消費可能な生産物として得られる価値であり、

われわれが直接食する水産資源や直接消費するエネルギー鉱物資源などがあげられる。②

間接利用価値は、消費的な利用はできないものの、間接的に利用されることで得られる価

値であり、海水浴やダイビング、サーフィング、ヨットなどのレクリエーションや遊覧船

の利用や景観を楽しむ観光や教育の場としての海洋が含まれる。また、水や大気の循環機

能や自然の浄化作用なども含まれる。③オプション価値は、現在利用しようと思えば可能

                                                   
29 95 ヵ国から 1,360 人の専門家が参加し、生態系が提供するサービスに着目して、それが人間の豊かな

暮らしにどのように関係しているか、生物多様性の損失がどのような影響を及ぼすかを明らかにした。 

30 栗山浩一 『環境の価値と評価手法 : CVM による経済評価』 北海道大学図書刊行会 1998.12 
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であるが、将来的には利用する可能性があるので、その時まで自然環境を残しておくこと

で得られる価値をさす。オプション価値には、将来のレクリエーション利用、将来の資源

利用などが含まれる。たとえば、漁業資源において幼魚や稚魚を採り尽くさないのもこの

ような価値を有すると考えるからであろう。 

また、非利用価値の中には、④遺産価値がある。これは、我々の世代が利用することは

ないが、将来世代に自然環境を残すことで得られる価値をいう。多様な生物の中には、我々

の世代においては全く利用されないものもあるだろうが、豊かな自然を将来世代に残すこ

とで満足が得られるかもしれない。遺産価値の中には、原生自然をそのまま未来に残すこ

とや未知な遺伝子資源の保全などが含まれる。最後に、⑤存在するということによって得

られる存在価値がある。我々の世代も将来世代も生態系を全く利用することはないが、そ

こに原生な生態系が存在するだけで価値があると人々が考える場合、この生態系は存在価

値を持つ。存在価値には、原生自然の保全や海洋生物の保全などが含まれる。捕鯨を慣習

としない欧米の人々にとって、文化的要因からクジラを保全することは、そこに存在価値

があると認識しているからのかもしれない。 

 

 

 

図 2‐5：自然の価値 

 

以上の分類において、図 2‐5 に示されるように、生態系の価値は、オプション価値と遺

産価値、存在価値で構成されているといわれる。その中の非利用価値こそが、環境価値の

特徴である31。しかし、生態系が概念的にいくら価値を持っていても、その価値が客観的

に評価され、可視化されなければ、政策に反映されることはない。伝統的な経済学では、

直接利用価値を中心とした利用価値の一部のみしか評価してこなかったため、環境の利用

                                                   
31 栗山,前掲注 17 P25 

 

生態系の価値 
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と保護に関してさまざまな不整合が生じていたと考えられている。本稿では、非利用価値

に着目し、海洋生態系の価値を貨幣単位で数量的に算出することによって、生態系を社会

システムへ組み込むことを試みたい。 
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第３章 費用便益評価のための調査設計 
 失われつつある海洋生態系を保全する手法として評価されている海洋保護区について、

日本の海洋保護区とよばれるものを概観してみると、海洋生態系を守るための海洋保護区

は皆無に等しいことが明らかになった。そこには、市場では評価されない海洋保護区に伴

う人々の便益が適切に評価されていない可能性がある。そこで、海洋生態系に対する人々

の意識はどのようなものであろうか、また、日本で海洋保護区を発展させるにあたり、い

ったいいかなることが課題となるのであろうかという疑問が浮き上がる。本章では、この

ような問いに対する実証研究を行うために、ＣＶＭやコンジョイント分析を盛り込んだア

ンケートを設計する。本稿では、事例研究として小笠原国立公園を取り上げている。 

なお、本アンケートは二部構成になっている。前半は、小笠原国立公園海域部における

海洋生態系の価値を算出する目的でＣＶＭを採用しており、後半は、当該地域における海

洋保護区の設置にあたり問題となりうる属性に対する人々の選好を考察するため、コンジ

ョイント分析を用いている。 

 

３‐１．事例研究の対象 

（１）小笠原国立公園の概要32 

 小笠原国立公園（以下、小笠原）は、東京の南方約 1000km～1250km 離れた東京都小笠原

村に属する聟島列島、父島列島、母島列島、北硫黄島の大小 30 あまりの島々からなる地域

で、昭和 47 年に国立公園として指定されている。行政区域としては小笠原村の１村のみし

か関係しないことが特徴である。小笠原の利用は、スキューバダイビングをはじめ、近年

ではアウトドアブームも反映し、ホエールウォッチングなど野生動物の観察を対象とした

利用も増加しており、海の利用が主体である。また、地理的な要因により陸域部には固有

種が多く存在するが、最近では、外来種の進入により生態系が変容しつつあることが問題

になっている。 

 小笠原にはさまざまな生き物が生息している。海洋哺乳類では、マッコウクジラやザト

ウクジラが回遊してくることおよびハンドウイルカ、ハシナガイルカなどが通年生息して

いることが知られている。また、海洋島のため、コアアホウドリ、クロアシアホウドリ、

カツオドリ、アカオネッタイチョウなど多くの海鳥類の繁殖地になっている。アオウミガ

メについては、開拓当時に比べ来遊数が大幅に減少しているものの日本最大の繁殖地にな

っている。しかし、街灯などの照明により産卵時の親ガメが上陸を避けたり、孵化した小

ガメが海と陸とを間違えるなどの影響も出ている。魚類では、熱帯・亜熱帯種を中心に一

部温帯種が加わっており、97 科 801 種が認められている。小笠原固有種や小笠原以外の地

域ではあまり見られないような珍しい種も確認できる。これらの魚種と密接に関係してい

                                                   
32 小笠原国立公園管理計画書 環境省自然環境局南関東地区自然保護事務所 平成 13 年 1 月 
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るサンゴ類については、16 科、約 200 種が生息している。一般に、小笠原諸島は水深が急

に深くなり、潮流が速いためサンゴ礁の発達には適した環境ではないが、一部に群集が見

られる。 

 同公園内の海域部には、海中公園地区が 7 箇所、計 463ha が指定されているが、沿岸か

ら１km は普通地域となっている。 

 

（２）事例としての選択理由33 

 小笠原を研究事例として取り上げた理由としては、小笠原が世界自然遺産登録候補地34

にあげられており、国際的に注目される地域であることがあげられる。世界自然遺産に登

録されるためには、４つのクライテリア(評価基準)のうち、１つ以上に合致することが必

要であり、世界的に類い希な価値を有し、その評価される価値が法的措置等により十分保

護、保全されていること、管理計画を有すること等の条件を満たすことが必要である。小

笠原は、４つのクライテリアのうち、②「地形地質」、③「生態系」、④「生物多様性」の

３つが合致しうるとされた。しかし、現在、海域部は上記のクライテリアに満たないとし

て世界自然遺産候補地に含まれていない。 

しかし、小笠原には世界的にも特殊な海洋環境が残されている。小笠原の海洋生物も陸

上に生息する動物や植物同様に、オセアニア系、本州系、インド太平洋系という３つの文

化の影響を受けている。事実、小笠原海域ではこれら３つの海洋構造を見ることができる

珍しい地域であるということが、海流実験からもわかっている。しかしながら、同時に、

当該海域は、ひとたび小笠原海域にたどり着くとなかなか流出しがたい海洋環境であるこ

とも指摘されている。このため、当該海域に取り込まれた生物が、独自の種文化を遂げ、

小笠原固有になった種も存在する。また、マリアナ海域に主な分布域を持ち、日本では小

笠原海域に限ってのみ確認される種も存在する。固有種率は、確認されている限り 5/800
とかなり高い35。確かに、生物多様性という観点では、観察できる種が約 2000 といわれる

沖縄に比較すると劣るが、小笠原海域は、固有種率という点では国内的は特異な地域とい

える。たとえば、アカイセエビは、現地で食用にされるほか、東京などの市場にも出荷さ

れている重要な水産資源であるが、近年、新種であることが三重大学生物資源学部の関口

                                                   
33 プレック研究所井田齊氏のヒアリング調査 2008.11  
34 世界遺産とは、貴重な自然や文化財を「人類共通の貴重な財産｣として、「世界の文化遺産及び自然遺

産の保護に関する条例」(世界遺産条例)に基づき、UNESCO（国連教育科学文化機関)の世界遺産リスト

に登録されているものをさす。この中には、「世界的な見地から見て歴史上、美術上、科学上顕著で普遍

的価値を有する記念工作物、建造物、遺跡等」を対象とする世界文化遺産、「世界的な見地から見て観賞

上、学術上又は保存上顕著な普遍的価値を有する特徴ある自然の地域、脅威にさらされている動植物種の

生息地、自然の風景地等」を対象とする世界自然遺産、「文化遺産と自然遺産との両面の価値を有するも

の」を対象する世界複合遺産の 3つに分けられる。日本において、世界自然遺産は、白神山地、屋久島、

知床半島の 3箇所しかない。 
35 主な固有種については、添付資料９に参照されたい。 
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秀夫助教授らの研究でわかった。アカイセエビは浮遊期が 6 ヶ月と比較的長い期間海流に

任せて生活するにもかかわらず、小笠原海域でしか確認されておらず、このようなことは

海洋学的に珍しい。これ以外にも、オビシメ、ミズタマヤッコなど小笠原にしか生息しな

い固有種が存在する。小笠原海域が、生物地理学的にも極めて貴重な地域であることが理

解できる。 
以上のことから、世界自然遺産の４つ中のクライテリアに照らし合わせると、ミズタマ

ヤッコ、オビシメ、アカイセエビなどの固有種が進化してきた種分化の特殊性が顕著であ

ることから、クライテリア③「陸上・淡水・沿岸・海洋生態系・動植物群集の進化や発展

において、進行中の重要な生態学的・生物学的過程を示す顕著な例であるもの」に該当す

ると思われること、また、造礁サンゴが礁を形成するのは北緯 28 度に位置する小笠原が北

限であり、特に二見湾では発達が顕著であることから、クライテリア④「生物の多様性保

全の観点から、重要な自然の生息・生育地があるもの。学術上・保全上の観点から、顕著

な普遍的価値を有し、絶滅の恐れがある種を含むもの。」に該当すると考えられ、小笠原海

域部も、世界自然遺産として登録されるに値するのではなかろうか。 

現在、小笠原は国立公園に指定されており、７箇所の海中公園地区以外は、普通地域と

なっている。しかし、海洋生物は、そのような線引きにかかわらず生息している。守らな

ければいけない生物は海中公園地区以外にも多く存在し、世界自然遺産となるためには、

海中公園地区に指定されたところ以外にも、国内的に法的な保全を確保していく必要があ

ると思われる。 

 
３‐２．事前調査 

 本調査を行うにあたり、アンケートの適切性を判断するために、2 度の紙面によるプレ

テストとインターネットによるプレテストを行った。一般に、本調査は大規模に行われる

ために、本調査を成功させるためにはプレテストで十分な保障を作っておく必要がある36。 

 
（１）調査表によるプレテスト 
 2008 年 5 月、上智大学学生に協力を得て、第一次プレテストを実施した。その結果、

学部生 43 名、大学院生 7 名から回答を得た。ここでは、アンケートのシナリオが回答者

に伝わりやすいか、設問の意図や表現が回答者にとって理解されやすいものであるか、ア

ンケートに対して回答者がどのような感想を持つか、設問に対する結果が統計学的に有意

なものであるかなどを確認するために行った。その結果、予想していた以上にコンジョイ

ント分析に用いる設問が回答者に負担を与えることがわかった。そのためか、中にはコン

ジョイント部分の途中で回答を放棄するものも見られた。さらに、設問の一部では、回答

                                                   
36 鷲田豊明 『環境評価入門』 勁草書房 1999  P114 
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者に情報が正しく受け入れられなかったため、統計結果が有意に出ない属性が現れた。し

たがって、修正部分を加え、同月、第一次プレテストと同じ場所にて、第二次プレテスト

を行うことにした。その結果、学部生 39 名よりアンケートを収集した。修正を施した点

については、本調査の設計において詳しく説明する。 

 
（２）インターネットによるプレテスト 
 本稿におけるアンケートでは、全国から広く回答できるようにインターネットアンケー

トを用いた。アンケートを実施するには高額な調査費用がかかることが多いが、低費用で

調査可能な媒体であるインターネット調査が注目されている。今回、鷲田の構築した「環

境評価インターネットアンケートシステム（EEVS）」を使用した。このシステムによって、

インターネットのウェブサイトを利用して、一般のアンケート調査、CVM、コンジョイン

ト分析が、自由な組み合わせで行うことが可能となった。EEVS では、一般のホームページ

を作成する知識以上のものを必要とせずに、高度なCVMやコンジョイント分析などが行え

るようになっている。アンケートの結果は、ウェブ上で確認でき、エクセルなどに表形式

で入力できる。 

2008 年 7 月、作成したアンケートが EEVS を用いて正しく作動するか、CVM（7 バージ

ョン）およびコンジョイント分析（8 バージョン）がアクセスする度に順送りされるか、

入力した回答が正しく結果画面に表示されるかなど、機能上の確認をした。また、さまざ

まなブラウザーから回答可能であることもあわせて確認を行った。 

 
３‐３．本調査の設計 
 事前調査終了後、2008 年 8 月 5 日よりウェブ上に本アンケートを公開した。しかし、

その後、コンジョイント分析に関する回答のうち一つについて有意な結果が得られないこ

とが判明し、2008 年 8 月 12 日より一部修正を加えたアンケートを再公開するに至った。

修正点については、後に詳細を論じる。約 2 ヶ月に及ぶ本アンケートは、901 名から協力

を得た後に、9 月末日に締め切った。本調査で使用したアンケートについては、添付資料

１を参考にされたい。 

 
 アンケートは、以下のように構成される。 
Ⅰ．小笠原の自然環境についての質問 

問１． 小笠原自体の認知度 
問２． 世界遺産候補地としての認知度 

問３． 海洋環境の身近さ 
問４． 問３の理由 
問５． 国立公園としての認知度 
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問６． 海中公園地区の認知度 
問７． 問６の情報源 
問８～１０．CVM 

 Ⅱ．海洋保護区の設置についての質問 
問１． 漁業に対する影響への意識 
問２． オーバーユース（過剰利用）に対する意識 
問３． 生息地環境保全に対する意識 
問４． 保護区拡大に対する意識 

問５． コンジョイント分析 
 Ⅲ．個人属性について 

問１． 居住地域 
問２． 性別と年齢層 
問３． 年収 
問４． 職業 
問５． 研究対象に関する特記事項 
問６． 自由解答欄 

 
 本章では、主に、本アンケートの中心部となる CVM とコンジョイント分析の設計につ

いて説明するが、それ以外の設問も分析において直接的、間接的に重要な役割を担ってい

る。 

 
３‐３‐１．CVM 
 本項の目的は、小笠原国立公園の海域部を事例にあげ、貨幣評価されない生態系の価値

を貨幣算出することによって、その価値を可視化し、今後、海洋生態系の価値が、海洋保

護区によって生み出される便益として国内の海洋政策に反映されることを狙いとしている。

「海を守りたい」という感情は、私的情報であるため直接人々にたずねる以外に方法はな

い。そこで、人々に直接的に意思を聞きだすことで環境評価する手法として開発されてい

る CVM を用いる。今日、生態系の価値をとらえるための最も有力視されている手法であ

る37。 

 
（１）シナリオの設計 
 小笠原国立公園の海域部は、一部は「海中公園地区」として法的に海洋環境の保全が保

障されているが、その他の大部分が普通地域であり、将来世代にわたって現在の環境が保

                                                   
37 鷲田，前掲注 36 P92 
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全されるという法的な保障はない。今後、世界自然遺産として正式に認定されることにな

れば、小笠原への来園者数も急増するであろう。このようなことから生じる過剰利用が引

き起こす問題として、自然環境への影響がその回復や再生能力を上回る場合に生じる生態

系の破壊がある38。特に、海洋の場合、保護区は当該地域の生態系が破壊されてから設置

される場合が少なくない。そこで、本アンケートでは、図 3‐1 に示すような「小笠原の

中でも居住者のいる父島および母島の普通地域を『海中公園地区』にする」ことによって、

小笠原の固有種をはじめ、さまざまな生物の生息環境の保全が法的に確保されるというシ

ナリオを提示した。その上で、実質的な管理や監視を行うために設立する基金に対する支

払い意志の有無を問うた。当初、世界自然遺産登録地になることを想定し、父島列島と母

島列島の沿岸から原則として 1 ㎞以内「特別海洋保護区」として事前調査を行ったが、新

たな制度には新立法などの必要の可能性があるから非現実的であると考え、修正を加え、

現行制度上、比較的実現可能性がある「海中公園地区」への編集を仮定した。 

 

     
図 3‐1：父島列島および母島列島における普通地域 

 
 CVM では、環境の変化に対する評価が問われる。その評価額は、環境改善に対する支

払い意志額、環境悪化に対する受け入れ意志額、環境改善中止に対する受け入れ意志額、

環境悪化中止に対する支払い意志額が考えられるが、どれを採用すべきかについては権利

の所在に依存している39。本調査では、環境悪化中止に対する支払い意志額（以下、WTP）
を用いている。 

 
（２）支払い方法 
                                                   
38 栗山,前掲注 17 11 
39 栗山,前掲注 17  P43 
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 支払い手段は、先行研究において、通常課税か基金かを問うものが多い。基金の場合は、

環境保全に支払うこと自体に満足する「温情効果」が生じることを留意する必要があるが、

課税の場合、税金という支払い手段に反発する「抵抗回答」が多く発生することが知られ

ている。また、課税の性質上、自発的な申告には一般的になじまない40。以上のことを鑑

みて、本調査では、支払い方法として基金を採用した。 
 支払い回数については、シナリオを単純化するために、一回のみに限定した。長期間に

わたる支払いは、評価する個人にとっての不確実性を発生させるので、避けるべきである41。 
 支払う主体については、世帯にするか、個人にするかを選択する必要がある。本調査に

おいては、回答者に高校生以下が含まれていないため、WTP を集計する際に個人ベース

で算出すると支払い総額が過大になることが予想される。したがって、本調査では、世帯

を代表して回答して頂いた。 

 
（３）提示方法と提示額 
 本調査では、回答者が意図的に WTP を偽る戦略的バイアスを回避できると考えられて

いる二項選択法を採用している。この手法は、実際の人々の購買行動に類似しており、回

答者が答えやすいとされている。 

 提示金額については、500 円、1000 円、3000 円、5000 円、10000 円、20000 円、30000
円の 7 バージョンを用いた。 

 
（４）支払い意志の理由 
 本稿では、一定の海洋環境を保全する人々の意識がどこから生じるのかを検証する意図

があった。先に記した自然の価値の分類項目において、3 つから構成される生態系の価値

を説明したが、本調査では、小笠原の海域部を海中公園に格上げすることによって保全さ

れる海洋生態系に対する価値が、どの価値に由来するのかを問う設問を用意した。すなわ

ち、「将来自分が訪れる可能性があるから」はオプション価値を、「自分は訪れないが、将

来世代が利用する可能性があるから」は遺産価値を、「原生的な自然が存在するだけで意義

があるから」は存在価値を想定している。また、消極的な理由として、「基金の金額が高く

ないから」という選択肢も設けた。 
 一方、支払う意志が無い場合の理由として、金額の高さ、抵抗回答や、シナリオの妥当

性などを問う項目を用意した。 

 
３‐３‐２．コンジョイント分析 

国内において、どのような海洋保護区が望まれているかについて、近年注目されている

                                                   
40 鷲田,前掲注 36  P113 
41 鷲田,前掲注 36  P113 
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コンジョイント分析を用いて考察する。この手法は、個人の選好を本人から聞きだす点で

はCVMと同じであるが、環境の有するさまざまな属性間の相対的な選考強度の差異を捉え

ることもでき、この場合のウエイト比は、同じ属性を持っている他の環境における比とし

ても利用できる可能性が高い。非利用価値を評価することが可能であり、属性別のWTPを
算出できるコンジョイント分析は、自然公園の管理を考える上で、きわめて有効な手段で

ある42。 

 
（１）質問形式 

 本調査では、回答者に対し複数のプロファイルを提示し、それらを望ましい順に順位付

けてもらうランキング型コンジョイント分析を採用した。もっとも望ましいプロファイル

をひとつだけ選択する選択型と比べて回答者の負担が大きいといわれるが、より多くの情

報が得られるというメリットがある。 

 
（２）属性と水準 
 海洋保護区は、地域によって求められるあり方が異なる。海洋保護区の中には、漁業資

源の回復を目的とするものや海洋生物の生息地保全を目的とするものがある。こうした目

的に応じて、海洋保護区の利用形態やその規模についてはさまざまな議論があり、科学的

に一定の解答を求めることは困難である。したがって、本稿では、海洋保護区の設置にあ

たり、主な論点になる以下の５つを属性とし、利害調整を考える際の一指標となることを

目的としている。 
 まず、漁獲量の減少の問題がある。特に、日本の沿岸には漁業権が存在するため、一定

の距離を保護区にする際には、漁業との調整が必須となる。現在、小笠原でも漁業が盛ん

に行われており、父島・母島で 100 名ほどが漁業に従事している。小笠原漁協によると、

漁場は広範囲にわたり、魚種によっては、沿岸から 50m 付近から漁業は行われている。一

般的に、一定の範囲を保護区にすることで漁業活動が禁止されれば、一時的に、漁獲高が

減少し、当該地域の漁師の家計に影響がでることも予想される。まったく漁業などを禁止

する海洋保護区を設ける場合もあるが、わが国の水産業の現状を鑑みれば、一定の距離を

一律に禁猟区にすることは現実に即さない。そこで、本調査では、漁業活動は、生息地環

境に配慮した漁船・漁法のみしか行えず、この場合、従来と比べて漁獲高が減少する可能

性があることを回答者に示し、漁獲高の減少を％で表したものを提示した。水準としては、

10％、30％、50％の３水準を用いた。 
 次に、レクリエーション利用の問題がある。当初、この属性を仮想的政策に盛り込んだ

理由に、小笠原が世界遺産に登録された場合、来訪者の増加が予想されるという背景があ

                                                   
42 栗山,前掲注 17  P65 
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った。上記に述べたように、小笠原での観光の主な目的は、海域部の利用が主体である。

そこで、当初は、海域部の観光利用と保護に対する人々の意識を調査するため、レクレー

ションも一定の規制を受けることを想定した。さらに、小笠原では、サービス業などの第

三次産業従事者が 7 割を越すといわれており、レクレーション規制を伴う保護区の設置は、

観光客だけではなく、地元住民の生計にも影響を及ぼす可能性がある。これを踏まえて、

コンジョイント分析では、1 週間のレクレーションの利用人数の上限を提示した。この点

について、事前調査では問題がなかったが、本調査の段階で、統計的に有意な結果が得ら

れなかったため、途中で本属性について修正を加えることになった。これは、回答者が保

護区設置に伴うレクレーションの利用制限の影響について正しく判断しかねたことを意味

している。そこで、設問の導入段階で、「レクリエーションの活発化は、ときとしてオーバ

ーユース（過剰利用）を招き、海洋環境に悪影響を及ぼす可能性」があることを明記し、

改めて 1 週間のレクレーションの利用人数を提示した。水準について、平成 16 年度には、

のべ約 1 万 7 千人の観光客が小笠原に訪れ、週平均に換算すると、新たに毎週約 300

人訪れているということを参考に、100 人、200 人、300 人、500 人とした。なお、週

換算しているのは、島への唯一の交通機関である「おがさわら丸」の平均的な運行周

期に合わせているためである。 

 次に、生息地環境政策の問題である。生息地環境の保全は、海洋保護区の主要な目

的の一つである。事前調査の段階で若干の修正を加えた結果、本調査では最終的に、生

息地を破壊するような大規模な開発行為などが禁止される「現状維持」と、「現状維持」に

加えて海岸や海中の清掃、調査やモニタリング（監視）などを行う「やや積極的政策」、こ

れに加えて生息地が破壊されたところに自然再生事業を行う「積極的政策」の 3 水準を採

用した。事前調査の段階で、「やや積極的政策」については「消極的政策」と記載し

たが、「現状維持」に比べ、WTP が負になるという結果が出た。おそらく「消極的」

という言葉に回答者が負のイメージを抱いたことが原因となって、実質的には生息地

に配慮した政策を行っているにもかかわらず、マイナスの WTP が推計されたと考え

られる。このことから、コンジョイント分析で提示する言葉自体が回答者に与える影

響が大きいことがわかった。 

 さらに、規模に関する問題がある。本調査では、回答者が正しく海洋保護区を想定

できるよう単純化し、保護区となる範囲を沿岸から一律の距離で提示した。水準は、

漁業活動が行われている沿岸 50ｍから 500ｍ、1000ｍ、3000ｍの４水準を採用した。 

 最後に、各属性間の相対的な選好強度の差異を貨幣換算できるように、保護区設置

に伴う負担金を 500 円、1000 円、5000 円、10000 円の 4 水準で提示した。負担金は、

保護区の設置・管理・運営の費用補填および保護区設置により被った漁獲高の減少やレク

レーション産業の補償などにあてることを目的とし、負担金の支払いは、一度に限定し、

1 世帯あたりの負担金として想定した。 
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 最終的に、回答者に提示した属性と水準は、表 3‐1 の通りである。 
これらの属性に関して、回答者にとってわかりやすく説明すると同時に、回答者の意識

を喚起するために、コンジョイント分析に入る前に、各属性に対するダミー設問を設けた。 

 
表 3‐1：属性と水準 

属性 水準 

漁獲高の減少 0% 10% 30% 50% 

利用人数の上限 100 人 200 人 300 人 500 人 

生息地環境政策 現状維持 やや積極的政策 積極的政策   

沿岸からの規模 50ｍ 500m 1000m 3000m 

負担金 500 円 1000 円 5000 円 10000 円 

 
（３）プロファイル・デザイン 
 コンジョイント分析では、プロファイル・デザインが重要な位置を占めており、属性の

水準をどのように組み合わせるか、どれだけの数のプロファイルを一人の回答者に示すか

が結果に大きな影響を与える可能性がある43。効率的なプロファイル・デザインを実現す

るための手法として直交配列法が一般的に用いられている。これは、直交配列の任意の例

に各属性を割り付けることでプロファイル作成する方法である。本稿では、田口の直交表

を参照し、50 種類のプロファイルを作成した44。回答者がアンケートにアクセスするごと

に提示するプロファイルが異なるように、作成した 50 種類のプロファイルをともに 8 バ

ージョン用意した。本アンケートでは、表 3‐2 のように、1 問につき「選択しない」とい

う選択肢を含む 4つのプロファイルを提示し、1回のアンケートで 6問回答して頂くため、

一人につき 30 のプロファイルが必要になった。 

 
表 3‐2：コンジョイント分析に関する設問例 

例題 A B C D 

漁業 0% 0% 10%   

レクレーション

利用 
300 人 200 人 200 人   

生息地環境 やや積極的政策 やや積極的政策 積極的政策 選択しない 

規模 50ｍ 1000m 500m   

負担金 500 円 10000 円 10000 円   

                                                   
43 鷲田,前掲注 36  P153 
44 田口玄一 「第 3 版 実験計画法 下」 丸善 1977  P976 
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順位         
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第 4 章 アンケート調査結果および分析 
本章は、2008 年 8 月 5 日より 9 月末日まで全国民を対象としたインターネットによる

本調査を実施し、個人的に登録しているメーリングリストや複数の懸賞サイト、懸賞雑誌

「懸賞なび」に投稿した結果、最終的に 901 名の協力を得た。本章では、本調査における

結果を示すとともに、結果に至る要因を分析したい。 

 
４‐１．調査結果 
（１）個人属性 

 インターネットのシステム上、パソコンからしか回答できないため、携帯端末を利用し

たと思われる回答者が途中で諦めたことや、アンケートの分量が多く回答者に負担を与え

たことにより、途中で回答を放棄したことなどから設問ごとにクリーニングを行った。こ

のため、有効回答は 901 より少なくなった。 
 図 4‐１は、回答者の性別および年齢分布の内訳を示したものである。性別では、男性

は 360 名（40％）、女性は 514 名（57％）、無回答が 27 名（3％）で、女性の回答者がや

や多かった。また、世代別で見てみると、20 代から 50 代までが広く分布していたが、20
代が 358 人（40％）、30 代が 318 人（35％）の割合が圧倒的に多い。これは、インターネ

ットアンケートを利用したため、インターネット使用率の高い世代を反映している可能性

が考えられる。全国民の意識調査をする場合は、この点を十分考慮に入れ、アンケート回

答者の年齢層が、実社会の年齢層を反映した構成になっていることが好ましいであろう。

一方で、本調査では、インターネットを用いることによって低コストで速やかに広く全国

から回答を得ることができた。ただし、全回答数 901 名のうち、表 4‐1 のように、東京

都在住は 229 名（25％）と圧倒的に多く、次いで神奈川県が 103 人（11％）、埼玉県 69
人（8％）など首都圏に集中した。 

 

図 4‐1：回答者の性別比および年齢分布 
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表 4‐1：回答者の居住地分布 

北海道地方 北海道 18 18 三重県 6 

青森県 2 滋賀県 14 

岩手県 7 京都府 23 

宮城県 0 大阪府 46 

秋田県 6 兵庫県 21 

山形県 5 奈良県 10 

東北地方 

福島県 13 33 

近畿地方 

和歌山県 3 123 

茨城県 18 鳥取県 2 

栃木県 7 島根県 0 

群馬県 13 岡山県 11 

埼玉県 69 広島県 14 

千葉県 49 

中国地方 

山口県 1 28 

東京都 229 徳島県 3 

関東地方 

神奈川県 103 488 香川県 3 

新潟県 8 愛媛県 1 

富山県 2 

四国地方 

高知県 1 8 

石川県 7 福岡県 11 

福井県 6 佐賀県 1 

山梨県 5 長崎県 3 

長野県 7 熊本県 2 

岐阜県 12 大分県 0 

静岡県 19 宮崎県 16 

中部地方 

愛知県 47 113   

九州地方 

鹿児島県 3 36 

     沖縄地方 沖縄県 9 9 

     海外     25 

     不明     20 

     合計     901 

 
 回答者の所得については、200 万円未満の回答者が 130 人（14.5％）と相対的に多かっ

たが、これは一人暮らしの学生の回答者が多いことが反映されているように思われる。そ

れ以外は、300 万円台が 127 人（14％）、400 万円台が 114 人（13％）と続き、幅広く分

布している。職業別の内訳を見ると、会社員が 296 人（33％）ともっとも多く、次いで学
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生が 183 人（20％）、主婦が 136 人（15％）と幅広い層から回答を得られた。 

 
図 4‐2：回答者の年収分布 

 

 
図 4‐3：回答者の職業分布 

 
 さらに、本稿の分析にあたり必要な情報として以下のような個人特記事項を設け、回答

を得た。「小笠原に住んでいる。」8 人、「マリンスポーツをよくする。」149 人、「海に関わ

る仕事をしている。」22 人、「環境に関わる NGO に勤務、または活動のボランティアをし

ている。」79 人、「企業で環境に関わる業務を行っている。」46 人、「環境に関する研究を

行っている。」78 人という結果であった。 

  
（２）研究対象の認識度 

 本アンケートでは、CVM やコンジョイント分析に入る前の導入部において、研究対象

に関するさまざまな認識度を問う質問を行った。これは、後述する分析にも用いるために

必要な情報であると同時に、研究対象に関する情報を提供し、その認識度を問うことによ
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って回答者に啓発する狙いもある。 
 小笠原に関する認知度はきわめて高く、名前だけは知っていた人は、717 人（80％）で

あり、実際に行ったことがある人も 158 人（18％）と予想より高かった。また、小笠原が

世界自然遺産候補地にあがっていることについては、537 人（60％）と半数以上が知らな

いという結果であった。本稿では、海洋環境に関する意識を調査する目的もあったため、

海中への親近度を問うた。「身近に感じる」と答えた人は 334 人（36％）である一方、「身

近に感じない」と答えた人は、561 人（63％）であった。 海中環境に対する親近度が「感

じられない」と回答した理由としては、人間の居住空間になることは有り得ない上に、小

笠原のような透明度の高い美しい海が身近にないことを要因として考えられる。一方、「身

近に感じる」と回答した人にその理由を聞いたところ、185 人（51％）が「よく海に行く

から」と答えている。その他、小笠原が国立公園であることの認知度はほぼ半数であり、

海中公園制度の認知度に関しては、それほど高くないということがわかった。これらの結

果は、図 4-4 にまとめた。 

 

 
図 4‐4：研究対象への認識度 

 
４‐２．海洋生態系の価値 
 本項では、海洋保護区によって生み出される便益として反映されていない海洋生態系の

価値を算出するために、CVM 有効回答 876 をもとに、小笠原（父島および母島）の沿岸

１㎞を海中公園地区に法的な格上げを行うことに対する WTP の推計を行った。加えて、

どのような要因が WTP に影響をしているかを探るため、フルモデル分析を行った。さら

に、１世帯あたりの WTP を算出し、それをもとに母集団の数を乗じることによって、総

便益評価額（Total Willingness To Pay；TWTP）を算出することが可能である。 
 そこで、海洋生態系の価値を便益として捉えるための手法として採用した CVM の分析
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モデルについて概説する。 

 
４‐２‐１．CVM 分析 
（１）分析モデル 

本稿では、CVMの質問方法として、任意の提示額 に対して支払いのYes/No を尋ねる

二項選択方式を採用し、WTP の推計には、ロジットモデルを用いた45。ロジットモデルを

プログラムとして作成し、フリーの統計ソフトウェアであるR でデータを読み込み、推計

値を算出している。 

以下、ロジットモデルを用いた分析について概説する。まず、提示額に対しYesと回答す

る確立に影響を与える要因を とする。この が正のときにYesという回答を、負のときに

Noという回答をすると考える。そして、 は以下のように提示額 の影響を受けるとする。 
を誤差項とすると、  は次のように表される。 

＝ ‐ ＋ （4.1） 

このとき、Yes と回答するのは（4.1）より、 
‐ ＋  

のときであり、逆にNoと回答するのは、 

‐ ＋  

のときである。そして、誤差項 の累積分布関数をF とすると、Noと答える確立は、次の

ように与えられる。 
P ( )=F(‐ ＋ ) 

また、逆に、Yesと答える確立は、以下のようになる。 

P ( )=1‐F(‐ ＋ ) 

プロビットモデルは誤差値 の分布として標準正規分布を仮定し、それをロジスティック

分布に従うと仮定したものが、ロジットモデルである。 

ロジスティックモデルの場合、累積分布関数F は、以下のようにあらわされる。 

F(z)=  

ここで、最尤法によって係数 、 を推計することができる。 

（4.2）は、N 人の回答者のうちk 番目の回答者の、提示額  に対するYes/Noの確立を表

したものである。z =‐ ＋ とおくと、 

lnL=      (4.2) 

                                                   
45 鷲田, 前掲注 36 P134-P135 
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となる。ただし、この場合、F(‐ ＋ )が反対率に関する分布関数になっていること

に注意する必要がある。 

ロジスティック分布の場合、中央値は、推計された係数を用いて で推計することが

できる。 
 
（２）全有効回答の推計結果 
 先述したモデルを用いて、全有効回答数 876 をデータとして分析した結果、図 4‐5 に

示す受諾率曲線が求められた。この結果、中央値は 8290.18 円であった。表 4‐2 は WTP
の推計結果を示したものである。統計ソフト R で使用したプログラムについては、添付資

料３を参考にされたい。環境評価として、中央値か平均値のいずれを WTP とするか議論

があるところであるが、本稿では、NOAA のガイドラインが推奨する「控えめな設計」か

ら、提示された WTP に対して「はい」と答える確率が 50％の時の WTP を示している中

央値を参考にする。また、WTP の推計において、「抵抗回答」を含めて算出するかが問題

となるが、本稿では、中央値を採用した理由と同様に、抵抗回答を含めた推計を行った。 
 なお、本調査での結果は、調査票を用いた第一次プレテストの結果である WTP（1942.62

円）と大きく乖離した。これについては、プレテストは学生を対象に行ったため、所得と

の関係性が指摘される。また、プレテストでは学生に直接依頼したこともあり、アンケー

トの内容に対する関心の有無に関わらず、協力を頂けた。しかし、インターネットアンケ

ートでは、回答前にアンケート内容を確認できる上、アンケートの回答の負担も考慮する

と、環境意識の高い回答者が途中放棄せずに最後まで回答したことが考えられる。よって、

環境意識の高さが結果になったことが推察される。 

 
図 4‐5：生存分布による受諾曲線 
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表 4‐2：推計結果    

パラメーター 推定係数 標準偏差 T 値 P 値 

α 3.589099 0.44567547 8.053167 1.32E-15 

β -0.3977799 0.05192813 -7.6602 2.46E-14 

     

WTP(中央

値） 
8290.183    

 
（３）支払い意志の理由 
 本調査では、提示金額に対する支払い意志の有無に対する理由を問うた。特に、本稿で

は、提示額に対して「はい」と答えた回答者を対象に、前述した生態系の価値を算出する

狙いがあった。 
 図 4‐6 は、提示額に対して「はい」と回答した理由を示している。この結果、オプシ

ョン価値を想定した「将来自分が訪れる可能性があるから。」と回答した人は、41 人（8％）、

遺産価値を想定した「自分は訪れないが、将来世代が利用する可能性があるから。」と回答

した人は 27 人（5％）、存在価値を想定した「原生的な自然が存在するだけで意義がある

から。」と回答した人は 345 人（72％）、消極的な理由として「基金の金額が高くないから。」

と回答した人は、31 人（6％）という結果になった。ここで特筆すべきは、生態系の評価

として存在価値があると答えた回答者が圧倒的に多いことであろう。この結果は、なぜ自

然を守らなければならないのかという問いに対する人々の認識を表しているとも換言でき

る。こうした認識が可視化されることによって、今後の環境政策のあり方に影響を及ぼす

可能性を示唆できよう。したがって、存在価値については、さらなる分析を加え、後述す

ることにした。 
図 4‐6：提示額に対する「はい」の理由 
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 一方、提示額に対して「いいえ」と答えた理由を、図 4‐7 にまとめた。「金額が高いか

ら。」と回答した人は 149 人（40％）、「海中公園地区の設置には賛成だが、基金として支

払うことには反対だから。」と回答した人は 42 人（11％）、「海中公園地区の設置には賛成

だが、自分では負担する必要はないから。」と回答した人は 62 人（16％）、「海中公園地区

の設置には賛成だが、沿岸１km と定めていることには反対だから。」と回答した人は 6 人

（2％）、「漁業やマリンスポーツが規制されるのは困るから。」と回答した人は 5 人（１％）、

「海中公園地区の設置では、海洋環境を守るには不十分だと考えるから。」とシナリオを疑

問視する回答者は 36 人（9％）であった。その他、もっとも多かったのは小笠原だけ保全

されることに対して疑問を持つ人が 20 人程度いた。その中には、縁遠い小笠原を守るよ

り地元の自然を守りたい、ほかに守らなければいけない自然があるという声もあった。ま

た、提示額の根拠や用途が不明として反対した人もいた。それと同時に、基金の徴収方法

として、入園料や入漁料などを集める受益者負担であるべきとする回答も目立った。また、

一回の利用ごとに収集すべきという声や収入額に応じて徴収すべきという声もあった。 

 
図 4‐7：提示額に対する「いいえ」の理由 
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４‐２‐２．フルモデルによる分析 
 先述したように、回答者は、居住地域、性別、年齢、所得、職業、知識や感性などさま

ざまな特性を持っており、この差異が回答に反映される。このような影響を分析すること

は、CVM において重要な意味を持っている46。すなわち、①WTP が個人の属性にどの程

度影響を受けているかを把握することができる。さらに、②回答者の個人属性の特定の部

分に偏りがある場合、標本の偏りを補正することが可能となる。本項では、どのような属

性が WTP にどの程度影響を与えるかを明らかにする。 

 
（１）フルモデル分析モデル 
  ここでは、WTPについてどのような要因が、どの程度影響を与えているか、線形のフ 
ルモデルを想定して分析を行う47。 
 ロジットモデルの場合、yes/noに与える影響は、先述の（4.1）であらわされた。 

このモデルを次のように拡張すれば、個々の回答者の特性をとらえることができるよう 
になる。 

ｙ＝ （ｓ ,ｓ ,…,s ）‐  ＋  
あるいは、もっと一般的に、 

ｙ＝z（ ,ｓ ,ｓ ,…,s ）＋  
とあわらすことも可能であろう。 

ここで、ｓ ,ｓ ,…,s はyes 回答の確率分布関数に関するm個の要因であり、回答者個 

人の特性をあらわしている。つまり、もとの定数項というyes 回答への要因が、個人特性

                                                   
46 鷲田, 前掲注 36  P139 
47 鷲田, 前掲注 36  P140 
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によって変化させられるとみるのである。 
具体的に、分布関数の基本的性質は変えずに、線形モデルとして特定化すると、個人属

特性ｚは以下のモデルで表すことがもっとも単純な方法である。 
ｚ＝ ‐ ＋ s ＋ s ＋…＋ s  

これによって、たとえばある  が正の係数として推定されたとする。すると、s という

個人の特性が増加することによって提示額 に対するyes回答の確率分布曲線が右にシフト

する。つまり、中央値が右にずれ、WTPが増大することになる。zを不変に保つためには、

が増加しなければならない。 

ｚを不変に保つことを前提にして、ｓ がΔｓ だけ増加したとき、 が増加しなければ

ならない量をΔ とすると、両者の間には次のような関係が成立しなければならない。 

Δ ＝ Δs  

これは次のように書き換えられる。 

 

すなわち、この式から1単位のs の増加が何単位のWTPの増加に値するかをあらわして

いる。つまり、推計された係数から、それぞれについて上の式の右辺のような計算をすれ

ば、各属性のWTPの単位で意味をとらえられるようになるのである。 
 

（２）パラメーター 
 フルモデルで用いたパラメーターの一覧を添付資料４に示す。３‐３．本調査の設計で

示した質問事項を参考に、以下のように、年齢および所得以外は、各属性に対して該当す

る場合は 1、そうでない場合は 0 となるダミー変数を用いている。 
・ 性別：女性＝1、男性＝0 
・ 居住地域：小笠原在住＝１、東京都在住＝1、その他＝0 
・ 個人特記：該当者＝1、非該当者＝0 
・ 小笠原訪問歴：該当者＝1、非該当者＝0 
・ 認知度：「はい」＝1、「いいえ」＝0 
・ 親近度：「身近に感じる」＝1、「身近に感じない」＝0 

 
（３）係数の推定 
  本項では、18 個のパラメーターを用いた結果を表 4‐3 に示す。なお、5 個の変数
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（Female, Tokyo, Study, Went, Close）で有意な結果が得られ、これについては WTP を

算出した。さらに、研究対象地域に指定した小笠原と回答者の居住地域について WTP に

相関関係があるのではないかと推察し、表 4‐4 のように、居住地域を分けた分析を試み

た。 

  
表 4‐3：推計結果      

パラメーター 係数 標準偏差 T 値 P 値   WTP 

Alpha 0.354935 0.362536 0.979034 1.64E-01   

Beta -0.40404 0.055911 -7.22639 5.89E-13   

Female -0.32995 0.166322 -1.98381 2.38E-02 5％有意 816.64  

Age 0.077297 0.090324 0.855771 1.96E-01   

Income 0.100682 0.258007 0.390229 3.48E-01   

Tokyo -0.47122 0.200614 -2.34888 9.54E-03 1％有意 1166.28  

Oga 1.180614 0.869255 1.358191 8.74E-02   

Kanto -0.20299 0.182775 -1.11059 1.34E-01   

Sport 0.112042 0.233535 0.479764 3.16E-01   

Job 0.8174 0.523234 1.562206 5.93E-02   

Ngo -0.47643 0.297522 -1.60131 5.49E-02   

Compa -0.06195 0.350556 -0.17672 4.30E-01   

Study -0.62736 0.293525 -2.13733 1.64E-02 5％有意 1552.73  

Went -0.41915 0.252489 -1.66009 4.86E-02 5％有意 1037.42  

Heritage -0.03777 0.203087 -0.18599 4.26E-01   

Close -0.62441 0.193679 -3.22393 6.58E-04 1％有意 1545.42  

Park -0.10874 0.198696 -0.54726 2.92E-01   

Mpa -0.1023 0.203796 -0.50199 3.08E-01   

 
 
表 4‐4：推計結果    

パラメーター 係数 標準偏差 T 値 P 値 

Alpha 0.681991 0.543726 1.254293 1.05E-01 

Beta -0.40126 0.054643 -7.34329 2.60E-13 

Female -0.20433 0.156101 -1.30895 9.55E-02 

Age 0.007715 0.084865 0.090914 4.64E-01 

Income -0.02445 0.248654 -0.09832 4.61E-01 
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Tokyo  -0.43874 0.457071 -0.95989 1.69E-01 

Oga 1.05475 0.784034 1.345285 8.95E-02 

Kanto -0.08594 0.45211 -0.19008 4.25E-01 

Hoktouho -0.27164 0.512905 -0.5296 2.98E-01 

Chubu 0.110237 0.477563 0.230833 4.09E-01 

Kinki 0.553276 0.47587 1.162664 1.23E-01 

Chusiko 0.092223 0.566171 0.162889 4.35E-01 

Kyuoki 0.228614 0.58003 0.394142 3.47E-01 

 
（４）変数の分析結果 
 前項で示したように、女性であること（Female）、東京都に在住していること（Tokyo）、
環境に関する研究を行っていること（Study）、小笠原に行ったことがあること（Went）、
海の中を身近に感じること（Close）が WTP に対して有意に影響を与える要因であること

がわかった。 
 まず、女性は男性と比較して「さまざまな生き物の生息環境の保全が将来的に確保され

る」ことに対して貨幣換算値で 816.64 円高く評価している。下に記すように、性差が WTP

に影響を与えたと考えられるさまざま項目から検証を行ったが、明確な理由が見当たらな

かった。 
図 4‐8 は、提示額に対して「はい」と回答した理由を性別ごとに見たものであるが、

性別間の大きな差異は見られない。 

 
図 4‐8：性別に見る「はい」と回答した理由の内訳 

 
 また、東京都に在住していると回答した人は、女性 130 人（25％）に対して男性 97 人

（27％）と、むしろ若干男性の割合が大きかった。さらに、環境に関する研究を行ってい
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る人については、女性 29 人、男性 49 人、小笠原にいったことがあると回答した人につい

ても女性 67 人、男性 81 人と、男性の方が多い結果となり、全体の回答者に女性が多いこ

とを考えると、これらの属性と性別との間に関係があるとは言いがたい。加えて、1％有

意水準の結果が出た海中環境への身近さとの関係について男女比を比較したが、図 4‐9
に示す通り、これにも大差は見られなかった。 

 
図 4‐9：性別に見る海中環境への身近さの比較 

 
 次に、居住地が WTP に与える要因を検証しようと、小笠原居住者、東京都居住者、東

京都以外の関東地域およびその他に分けて推計を行ったところ、東京都居住者については、

1％水準で 1166.28 円高い評価を得た。当初、小笠原については、自らの居住地域に生息

する生き物の環境が将来的に確保されるということは好ましいと考えていたため、有意に

高い評価結果が出ると予想していた。しかし、本調査では、8 人からしか小笠原居住者の

回答を得ることをできなかったこともあり、有意な結果を得ていない。これについては、

第５章で、改めて検証を行うこととする。東京都の居住者にとっては、たとえアクセスが

不便であろうとも、東京都の中に素晴らしい自然を残していくことについて反対する人は

多くはないであろう。ましてや小笠原居住者のように、直接的な利害関係があるわけでは

ないので、東京都の WTP が相対的に高くなることは想像できた。 
これとの関係において、逆に、事例研究対象である小笠原からの距離が離れていくに従

い、アクセスの不便さや身近に感じる程度が弱まることなどから本シナリオに対する貨幣

換算値が低くなるのはないかと推測した。先に示した表 4‐4 の推計結果は、全国を「小

笠原(Oga)」、「小笠原を除く東京都(Tokyo)」、「東京都を除く関東地方(Kanto)」以外に「北

海道・東北地方(Hoktouho)」「中部地方(Chubu)」「近畿地方(Kinki)」「中国・四国地方

(Chusiko)」「九州・沖縄地方(Kyuoki)」に分けて分析した結果である。これによれば、い

ずれも有意な結果を得られず、事例研究対象地域と居住地域との間における関係性は確認
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できなかった。 
 次に、環境に関する研究をしていると回答した人は、1552.73 円高く評価した。提示額

に対して「はい」と回答した理由や海中への身近さに関して全体と大きく変わらないが、

図 4‐10 に示すように、研究者であると回答した 77 人のうち、51 人（67％）が学生であ

った。大学や大学院で環境問題を研究するということは、環境問題に意識が高いだけでな

く、本人の興味関心に発することが多い。したがって、WTP によって示しているのは、

選好の貨幣測度ではなく、環境保全に協力したこと自体に満足感を抱くことから生じる温

情効果である可能性も考えられる。このバイアスは、慈善心からくる寄付行為のようなも

のをして WTP を捉えていることを意味しており、提示額にかかわらず「はい」と回答す

る傾向があるため、WTP が高くなったとも考えられる。 

 
図 4‐10：環境に関する研究者の内訳 

 
 次に、小笠原へ行ったことがあると答えた人も、1037.42 円高く評価している。これは、

「身近さ」の問題と関係していると考えられる。図 4‐11 からわかるように、回答者全体

では、海中環境に対して「身近に感じる」と回答した人は、36％であるのに対して、小笠

原を訪問した人においては、69％が「身近に感じる」と答えた。1.9 倍の差が WTP に影

響を及ぼしたのはなかろうか。海中環境の身近さが WTP に与える影響については、後述

する。 
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図 4‐11：海中環境への身近さに関する全回答者と小笠原訪問者との比較 

 
 最後に、添付資料１のアンケートに示す海中環境の写真を提示し、このような海の中を

身近に感じるか質問したところ、上の図 4‐11 の結果を得た。これについて「身近に感じ

る」と回答した人は、貨幣換算値にして 1％有意水準で 1545.42 円高く評価した。その理

由の内訳は図 4‐12 のとおりである。「よく海に行くから」、「海にかかわる仕事をしてい

るから」、「海水魚を飼っているから」、「その他」という選択肢を設け、複数選択可とした。

なお、「よく海に行くから」と回答した 186 人のうち、25 人が「その他」にも重複回答し

ている。「その他」の内訳で主要なものとしては、ダイビングやシュノーケリングの経験者

が 41 人ともっとも多く、続いて海や海の生き物が「好きだから」と回答した人が 32 人、

小笠原も含めて沖縄など提示した写真のような海がある地域に行ったことがあるからと回

答した人が 26 人、テレビなどの映像で見たことがあるからと回答した人は 26 人、海の近

くに住んでいると回答した人が 20 人だった。なお、「その他」を選択した回答者の具体的

に記述については、1％水準で有意となった WTP を考察するうえで非常に参考になる。詳

しくは、添付資料６を参考にされたい。 
 以上の回答から考察すると、「身近に感じる」ということは、個人的な体験に基づくこと

が多い。また、「好き」と回答した人も、「好き」という感情の根底には、個人の内面的な

歴史が秘められていることがある48。つまり、たとえば、幼いときに海に連れて行ったも

らった記憶や魚釣りをして楽しかった記憶、海の近くに住んでおり慣れ親しんでいた記憶

などという直接海に接した記憶が無意識の中に刻まれている可能性が考えられる。このよ

うな経験に基づく認識は、知覚的、具体的表象（イメージ）として身体的に獲得される。

このように考えると、映像などを通して取得する知識も、個人の意識に深い影響を与える

                                                   
48 詫摩武敏 『好きと嫌いの心理学』 講談社 現代新書 1981  P11 
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ことが理解できる。 

 
図 4‐12：海中環境を身近に感じる理由 

 
 その他、本調査では、年齢層や年収や環境に関わる活動の有無や研究対象に関する知識

などが WTP に与える影響を見出せなかった。このことから、海洋生態系の保全意識は、

個人属性に依存するというより、むしろ個人として海になんらかの「関わり」を持つとい

うことのほうが、保全する意識につながるのではないであろうかと推測できる。 

 
（５）存在価値に関する考察 
 本調査では、４‐２‐１．CVM 分析結果（３）支払い意志の選択理由で示したように、

提示額に対して支払う意志があると回答した 72％が、その理由として「原生的な自然が存

在するだけで意義があるから」という選択肢を選んだ。これは、多くの人が自然そのもの

に価値があると評価していることを意味している。この存在価値を選択した背景を探ろう

と試みた。しかし、その結果、性別、年齢層、居住地域、職業、さらには WTP に有意に

影響を与えたと推測される属性に関して、支払い意思を有した回答者全体と存在価値を選

択した人の内訳を調べたところ、明確な差異は確認できなかった。存在価値を感じる人は、

その定義からわかるように、自然が存在すること自体に意義を見出しているため、個人属

性や知識や体験に関わらず、その価値を認識しているとも考えられる。それゆえ、先述し

たような温情効果や価値を過大評価してしまう可能性も加味しなければならない。しかし、

逆を言えば、自然の存在価値という考え方は、個人属性や知識や体験に関わらず、広く受

け入れられることも意味している。こうした存在価値におけるさらなる研究が今後の課題

として残された。 

 
４‐２‐３．総便益評価額（TWTP）の推計 
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 本調査の結果、１世帯であるWTPは8290.18円であったことは先述したとおりである。

これを、総便益評価額（TWTP）として推計するには、１世帯あたりの WTP を原単位と

し、設定した母集団の世帯数に乗じて集計する必要がある。ここで、母集団の範囲をどの

ように確定するかという問題がある。本項の研究対象である生態系を含むものになると非

利用的価値が発生することとなり、その対象は広くならざるを得ない。範囲としては、国

や自治体などの行政組織の区分が用いられているが、日本に含まれる生態系の価値評価の

対象となるのは、一番広がっても日本の人口までにとどまる49。確かに、生態系はほとん

どが非利用的価値で構成されているため、当該地域だけではなく、全国的な評価を考慮に

入れる必要があろう。ただし、どのような観点から本稿の推計値を参考とするかで、乗じ

るべき母集団が異なる。そこで、本項では、生態系の価値を可視化することを目的として

いるため、日本全体における TWTP、東京都における TWTP をそれぞれ推算した。 
 平成 17 年度の国勢調査によると、全国の世帯数は 49,062,530 世帯、東京都では

5,747,460 世帯である。全国の世帯数には、本調査で全国から得られた回答をもとにした

WTP である 8290 円を乗じ、東京都の世帯には、フルモデル分析から得られた東京都民の

WTP である 9456 を乗じた結果を、表 4‐5 に示す。この結果、全国ベースでは約 4067
億円、東京都ベースでは約 543 億円という推計を得た。なお、小笠原村ベースについては、

統計分析に必要な回答数が得られず、小笠原住民の WTP が算出できなかったため、第５

章に説明を加えている。 

  
表 4‐5：TWTP の推計   

  WTP（中央値） 世帯数 TWTP 

全国 8,290 49,062,530 406,728,373,700 

東京都 9,456 5,747,460 54,347,981,760 

 
 

４‐２‐４．海洋生態系の価値に関するまとめ 
 CVM では、有効回答 876 をもとに、小笠原（父島および母島）の沿岸１㎞を海中公

園地区に法的な格上げを行うことに対する WTP の推計を行った。この結果、1 世帯あた

りの WTP が 8290.18 円になった。提示額に対して支払う意志があるとした理由として

72％の回答者が、存在価値を想定した「原生的な自然が存在するだけで意義があるから。」

という回答を選択したことは、予想を超える結果となった。先述したように、自然環境を

保全する理由として、自然を破壊することは最終的に人間に跳ね返ってくるという説明の

仕方をされることが多い。確かに、人間も生態系の一部だからこそ、そのような説明は間

                                                   
49 鷲田, 前掲注 36 P120 
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違ってはいない。しかし、人間に害の及ばない生態系内部の変化について、人間は無関心

であってよいのであろうかという点から、従来の理由付けに対して個人的には大変違和感

を覚えていた。人間との関係を切り離しても、配慮もしくは保全しなければいけない自然

環境はあるのではないでろうか。本アンケート結果では、生態系もしくは生物多様性を保

全する意義に関して、人間との関わりを切り離した説明が、広く国民に受け入られる可能

性を示唆している点で意義があると考える。 
次に、どのような要因が WTP に影響をしているかを探るため、フルモデル分析を行っ

た。WTP を算出するも自体も重要であるが、その背景を探ることこそ、海洋生態系の保

全意識を高める要因を導き出すことができると考える。フルモデル分析の結果から、女性

であること、東京都に在住していること、環境について研究していること、小笠原への訪

問歴があること、海中環境に対して身近に感じていることが有意に WTP をあげる要因に

なることがわかった。各変数の分析から、海について何らかの「関わり」を持つことを通

じて得られた知覚的、具体的表象（イメージ）を身体的に取得することが WTP を高める

ことにつながると推察された。すなわち、実際に磯遊びを目的として海に訪れたり、ダイ

ビングをはじめとするマリンスポーツを楽しんだり、海に生息する生き物に接することを

通じて自己の中に海との接点を生み出すことは、自ずから海洋保全の意識を高める要因に

なることをアンケートの結果が示している。近年では、水中撮影の技術も進み、容易に人

間が近づくことができない領域も撮影することが可能になった。このような映像は、未知

なる境域への情報を与えるだけではなく、イメージとしてわれわれの中に焼き付ける力を

持っている。これは、時として実際に体験するのと同程度の影響を有する場合がある。国

民の海洋環境への関心を高める要因が、本調査によって客観的な数値をもとに明らかにな

ったことは、海洋保全政策を促進する上で、ひとつの指標に値する。 
 最後に、TWTP が算出されたことによって、海洋生態系が保全されることに対する人々

の便益を可視化することができた。これにより、市場では認識されにくい価値を海洋保護

区に伴う便益として社会システムへ内部化できる可能性が示された。 

 
 
４‐３．日本における海洋保護区のあり方 
 日本で海洋保護区の設置および拡大にあたり、どのような海洋保護区が受け入れられる

のかについて、主要な論点となる漁獲高の減少、利用人数の上限、生息地環境政策、沿岸

からの規模に関する人々の選好を把握するためにコンジョイント分析を行う。 

 
４‐３‐１．コンジョイント分析 

（１）分析モデル 
 本稿で用いたコンジョイント分析モデルについて概説する。本稿で用いたランキング型
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コンジョイントによって属性の選好強度を推計するモデルは、仮想評価表の二項選択法モ

デルの自然な拡張として構成できる。コンジョイント分析では、属性と水準の組み合わさ

ったものをプロファイルと呼ぶが、i番目のプロファイルに関する個人の効用水準をu とし、

属性の総数をn個、第j属性のレベルを とするとき、確率的効用関数は次のように表すこ

とが出来る。 
u =v( , ,…, )+  

ここで、回答者に提示されたリストのプロファイルの集合をC とする。このとき、提示

されている選択肢の集合Cの中からi番目のプロファイルが選択される確立P は、次のよう

に表される。 

P =P[v( , ,…, )+ v( , ,…, )+ ; j C] 

j Cは、Cに含まれる任意のｊに対してという意味であり、すべての選択肢に対してと

いうことをあらわしている。ここで、誤差項 が、スケールパラメータμのGumble 分布

をしたものと仮定すると、i番目のプロファイルが選択される確立は、次のようになる。 

P =  

そして、すべてのv が線形の関数であると仮定すると、 
v ＝  

と、あわらされる。このとき、それぞれの属性に関する選好強度である各 を推計するこ

とができる。 
ここで、たとえば、本稿アンケートのように、第ｌ番目のプロファイルリストについて、

４つの選択肢（4 つのプロファイル）の中から、第１に番目に望ましいものが選択される

確立をP とし、第２番目に望ましいものが選ばれる確立をP 、３番目に望ましいものが

選ばれる確立をP とあらわす。このとき、それぞれの確立は以下のようにあらわすことが

できる。 
P =  

P =  

P =  
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そして、これが同時に起こる確立はP  P  P となり、この対数尤度関数lnL は次の

ようになる。なお、M はすべての回答者に示されたプロファイルの総数である。 

lnL=  

これを最尤法で解くことにより、各属性１単位の評価価値を求めることができる。そして

各属性の推定係数から各属性の１単位の貨幣換算価値をとらえることができる。 

 
（２）属性に対する回答者の意識 
 コンジョイント分析で用いられる属性の係数は、統計ソフト R を用いた。モデルには、

海洋保護区の設置および拡大にあたり主要な論点となる事項について、6 個の変数を用い

て推計した。なお、漁獲高の減少、利用人数の上限、沿岸からの規模、負担金以外に、生

息地環境政策について、該当する場合は１、そうでない場合は 0 とした。これらに設問の

もととなるコンジョイント分析の属性の選択理由および水準決定については、３‐３‐２．

コンジョイント分析（２）属性と水準に記したとおりである。 
図 4‐13 は、コンジョイント分析に入る前に、各属性への意識を測るために行った設問

に対する回答をまとめたものである。問１では、94％の回答者が漁獲量の減少による漁師

などの家計に影響を与えることを懸念していることが伺える。また、問２においても、レ

クレーションの活発化によるオーバーユースを問題として捉えている人が 95％に及ぶこ

とがわかった。 
図 4‐13：各属性に関する回答者の意識 
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 問３では、半数以上の人が海洋の生息環境を保全することを「大変重要」と捉えている

ことが特徴的である。しかし、このような問題に対して保護区を拡大することに多くの人

が判断しかねることが問４の結果から読み取れる。 
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（３）全サンプルによる推計 
 一人につき 6 つのプロファイルを提示した結果、有効サンプル数は 3583 となった。パ

ラメーターについては表 4‐6 にまとめた。統計ソフトで用いたプログラムは、添付資料

７を参考にされたい。 

 
表 4‐6：コンジョイント分析で用いたパラメーター 

パラメーター 語句   

fish 漁獲高の減少 

漁業活動は、生息地環境に配慮した漁船（漁法）のみ

しか行えず、今までと比べて漁獲高が減少すると予想

される。表の数字は、漁獲高の減少を％で表したもの

である。 

rec 利用人数の上限 

表の数字は、ホエールウッチングやダイビングなど、

１週間のレクリエーション目的による利用人数の上限

を示す。 

shokyoku やや積極的政策 
「現状維持」に加えて、海岸や海中の清掃、調査やモ

ニタリング（監視）などを行う。 

sekkyoku 積極的政策 
「やや積極的政策」に加えて、生息地が破壊されたと

ころは自然再生事業を行う。 

scale 沿岸からの距離 保護区とする海域の沿岸からの距離を示す。 

price 負担金 

保護区に対して負担金を支払うものとし、負担金は、

保護区の設置・管理・運営の費用補填および保護区設

置により被った漁獲高の減少やレクリエーション産業

の費用の補償などにあてられる。負担金の支払いは、

一度に限定され、1 世帯あたりの負担金とする。 

 
表 4‐7 は、各属性の推計結果を示したものである。すべての項目において 1％水準で有

意になった。各属性の効用を価格表示した結果が、表 4‐8 である。 

 
表 4‐7：推計結果 （N=3583） 

変数 係数 標準偏差 T 値 P 値 WTP(×1000) 

fish -2.08E+00 9.27E-02 -22.38929 2.52E-104 -1.68E+01 

rec -8.40E-04 1.16E-04 -7.22641 3.02E-13 -6.78E-03 
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shokyoku 4.61E-01 4.45E-02 10.36258 4.10E-25 3.72E+00 

sekkyoku 6.34E-01 4.44E-02 14.27997 2.46E-45 5.12E+00 

scale 5.37E-05 1.46E-05 3.682 1.17E-04 4.34E-04 

price -1.24E-01 4.72E-03 -26.21819 4.74E-139 -1.00E+00 

 
表 4‐8：効用の価格表示  

属性 単位（円） 属性に対する評価 

漁獲高の減少 -16767.99 1％の漁獲高減少に対して 16767 円低く評価する 

利用人数の上限 -6.78 
利用人数が 1 人増加することに対して 6 円低く評価す

る。 

やや積極的政策 3720.18 
現状維持に対してやや積極的政策は3720円高く評価す

る。 

積極的政策 5119.41 現状維持に対して積極的政策は 5119 円高く評価する。 

沿岸からの距離 0.43 
沿岸からの距離が 1m増加することに 0.43 円高く評価す

る。 

 
まず、漁獲高の減少に対して、人々の反応が高いことがわかる。先述した（２）属性に

対する回答者の意識においても 94％の人が、漁獲高の減少および漁師への影響に「関心を

払う」と選択しており、評価が高くなることは予想された。効用を貨幣換算した場合に、1％

の漁獲高減少に対する評価として 16767 円の WTP の低下という結果は、回答者にとって

やはり非常に重要な問題であることを意味している。 
 次に、先の意識調査でオーバーユースに対して 95％が問題視しており、利用人数の上限

については、利用人数が 1 人増加することに対して 6 円低く評価している。小笠原への観

光客は、毎年約 2 万人である。たとえば、年間 2000 人増加は 10％の利用人数の増加を意

味する。その場合、12000 円の WTP の低下と捉えることができる。このことから、オー

バーユースによる混雑や生息地などの破壊も人々には好ましくないものであることが明ら

かにあった。しかし、オーバーユースの問題に対して、ホエールウッチングやダイビング

などのレクリエーション利用人数を制限することが直接的な解決策として得策ではないと

考える回答者も存在した。 

 さらに、生息地環境政策については、現状維持に比べて、海岸や海中の清掃、調査やモ

ニタリングなどを行う「やや積極的な政策」については、3720 円高く評価しており、これ

に加えて、生息地が破壊されたところに自然再生事業を行う「積極的政策」については、

5119 円高く評価していることがわかった。ただし、先述したように、漁獲高の減少に対す

る回答者の反応を貨幣評価の絶対値で比較すると、積極的政策と比べても 3 倍以上の差が

あることを見過ごしてはならない。 
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 最後に、保護区とする沿岸からの距離については、拡大することに対して正の評価が出

たものの、1m の拡大に対して 0.43 円となった。普通地域が沿岸から 1000m であることを

考慮すると 430 円の WTP となり、他の属性と比較するとそれほど重要視していないこと

が伺い知れる。実際、コンジョイント分析に入る前の設問においても、45％の回答者が「ど

ちらともいえない」と答えている。確かに、どの範囲を保護区とするとかいう問題は、保

護区の目的によって異なり、人々の選好よりも科学的な根拠などが大きく影響を与えるよ

うに思われる。 

 

４‐３‐２．サブサンプルの推計結果 
全有効サンプルを用いた推計結果が、どのような背景から導かれたのかをより深く探る

ために、性別、年齢層、収入、職業、小笠原訪問歴、世界遺産認知度、海中への親近度、

国立公園認知度、海中公園認知度などの属性ごとにサブグループに分けた分析を試みた。

ただし、本項の目的は、サブグループ内でなぜ差異が生じるかについて焦点を当てるので

はなく、本分析を通じてどの程度の差異があるという事実を認識し、政策決定の参考とな

ることを狙いとしている。 

 
（１）性別 
 全有効サンプル同様に、男性と女性に分けて推計結果を算出した。この結果、すべての

項目において 1％水準で有意になった。ここでは、漁獲高の減少と生息地環境政策に対す

る反応に大きな違いが見られる。１％の漁獲高の減少について、女性は、15244 円低く評

価するのに対して、男性は 20014 円低く評価しており、男性の方が女性と比べて 1.3 倍大

きく反応している。一方、生息地環境政策については、男性が「やや積極的政策」には 2773
円、「積極的政策」には 4432 円高く評価しているのに対して、女性は「やや積極的政策」

に対して 4302 円、「積極的政策」には 5527 円高く評価している。男性の「積極的政策」

に対する評価と女性の「やや積極的政策」に対する効用の貨幣評価はほぼ同じであり、「積

極的政策」に対する男女の評価の比較では、女性のほうが 1.24 倍高く評価している。CVM
でも女性のほうが有意に生態系の保全に高い評価を示していることから、女性の生態系へ

の意識の高さが本結果でも表れている。 
 ここでは、意思決定構成員の男女比の割合が政策決定に影響を及ぼしうることがわかっ

た。確かに、生息地の保全が必ずしも漁獲高の減少に直結するとは限らない。むしろ、魚

場である生息地環境の保全が、長期的には漁獲高に好影響を与えることも多くの研究から

わかってきている。しかし、こうした影響が不確実な状況の下で海洋保護区を設置する場

合、意思決定過程の構成員に男性の占める割合が多ければ、これに伴う漁獲高の減少に大

きく反応して、海洋保護区の設置が阻まれる可能性が高くなるとも推測できる。したがっ

て、性別についてのみ言及すれば、意思決定機関は利害関係者の意思を適切に反映すべく、
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政策決定における男女の構成比も考慮する必要があろう。 

 
推計結果      

変数 係数 標準偏差 T 値 P 値 

fish -1.98E+00 1.20E-01 -16.546429 2.43E-58 

rec -8.70E-04 1.50E-04 -5.799665 3.80E-09 

shokyoku 5.60E-01 5.74E-02 9.750509 2.55E-22 

sekkyoku 7.20E-01 5.73E-02 12.559773 2.73E-35 

scale 4.80E-05 1.89E-05 2.540529 5.57E-03 

女性 

N=2193 

price -1.30E-01 6.12E-03 -21.281876 8.20E-92 

      

変数 係数 標準偏差 T 値 P 値 

fish -2.24E+00 1.49E-01 -15.005919 1.69E-47 

rec -8.54E-04 1.87E-04 -4.558437 2.81E-06 

shokyoku 3.10E-01 7.15E-02 4.332848 7.90E-06 

sekkyoku 4.95E-01 7.12E-02 6.958607 2.67E-12 

scale 6.39E-05 2.34E-05 2.732932 3.18E-03 

男性 

N=1354 

price -1.12E-01 7.57E-03 -14.765378 3.72E-46 

 
効用の価格表示    

属性 女性 男性 価格単位 

漁獲高の減少 -15244.82  -20041.11  円/％ 

利用人数の上限 -6.68  -7.64  円/人 

やや積極的政策 4302.39  2773.04  円/有 

積極的政策 5527.59  4432.81  円/有 

沿岸からの距離 0.36  0.57  円/ｍ 

 
（２）年齢別 
 次に、世代別に推計分析を行った。10 代と 60 代以上の回答者数が少ないことから、10
代および 20 代の青年期、30 代および 40 代の壮年期、50 代および 60 代以上の高年期の 3
層に分けた。一部を除いては、すべて 1％水準で有意になった。以後、有意な結果を得た

もののみ、効用の貨幣評価を行う。 
他の世代と比較すると、高年期における漁獲高の減少や生息地保全政策に対する評価は

大きいものではない。ただし、沿岸からの距離を拡大することに対する WTP は 1 円と、
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全有効サンプルと比較しても 2.5 倍高く評価している。一方、特に顕著な特徴として、青

年期の生息地環境の「積極的政策」に対する評価が、最も評価の低い高年期のサンプルと

比較して 1.8 倍（全有効サンプルと比べて 1.25 倍）高いことがあげられる。このことから、

一般に、高年期の回答者は、保護区拡大という制度面の充実を評価しているのに対して、

青年期の回答者は、保護区内での具体的な政策を求めているということがいえよう。この

点、相対的に長い経験から体得することが多いと思われる高年期の回答者のほうが、制度

を設けることのみに安んずることなく、実質的な政策を求めるのではないかという推測と

は異なる結果となった。 

 ここでも、政策決定の構成員の属性が政策決定に与える影響が予想される。総じて選挙

などの投票率からも察するように、政策決定過程に若い世代が取り込まれることは多くな

い。これからの時代を担う将来世代のためにも、幅広い世代間での利害調整が今後不可欠

となるであろう。 

  
推計結果      

変数 係数 標準偏差 Ｔ値 Ｐ値 

Fish -2.06E+00 1.49E-01 -13.812312 4.92E-41 

Rec -7.92E-04 1.88E-04 -4.214953 1.33E-05 

Shokyoku 4.51E-01 7.19E-02 6.26857 2.43E-10 

Sekkyoku 7.70E-01 7.30E-02 10.554771 2.14E-25 

Scale 2.95E-05 2.35E-05 1.254768 1.05E-01 

10・20 代 

N=1379 

Price -1.20E-01 7.55E-03 -15.929763 7.34E-53 

      

変数 係数 標準偏差 Ｔ値 Ｐ値 

Fish -2.13E+00 1.28E-01 -16.637396 1.97E-58 

Rec -9.20E-04 1.60E-04 -5.743795 5.38E-09 

Shokyoku 4.74E-01 6.10E-02 7.770739 6.34E-15 

sekkyoku 5.56E-01 6.02E-02 9.249669 2.93E-20 

scale 5.69E-05 2.00E-05 2.840607 2.28E-03 

30・40 代 

N=1903 

price -1.23E-01 6.52E-03 -18.815315 7.34E-73 

      

変数 係数 標準偏差 Ｔ値 Ｐ値 

fish -2.08339967 3.39E-01 -6.154437 1.36E-09 

rec -0.00104526 4.17E-04 -2.505746 6.40E-03 

50・60 代 

N=272 

shokyoku 0.409070062 1.61E-01 2.534091 5.92E-03 
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sekkyoku 0.48811404 1.64E-01 2.985314 1.55E-03 

scale 0.000152026 5.42E-05 2.803529 2.71E-03 

 

price -0.13789484 1.74E-02 -7.904616 3.44E-14 

 
効用の価格表示    

属性 10・20 代 30・40 代 50・60 代以上 価格単位 

漁獲高の減少 -17162.57  -17342.62  -15108.61  円/％ 

利用人数の上限 -6.59  -7.49  -7.58  円/人 

やや積極的政策 3746.92  3863.40  2966.53  円/有 

積極的政策 6405.27  4536.01  3539.75  円/有 

沿岸からの距離 ― 0.46  1.10  円/ｍ 

 
（３）収入別 
 アンケートの段階では、世帯の所得が 200 万円未満から 1500 万円まで 100 万円ごとに

回答いただいた。本項では、図 4‐14 の厚生労働省の平成 19 年度の平均所得に関するデ

ータに基づいて、0～300 万円台の低所得者、400～600 万円代の標準所得者、700 万円代

～900 万円代の中所得者、1000 万円以上の高所得者の 4 つに分けて分析を行った50。 

 

 
図 4‐14：国民の平均所得 

 

                                                   
50 厚生労働省ホームページ 国民生活基礎調査  

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa07/2-1.html 
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推計結果      

変数 係数 標準偏差 Ｔ値 Ｐ値 

fish -2.086098 1.59E-01 -13.11185 3.04E-37 

rec -0.000844 1.98E-04 -4.266089 1.07E-05 

shokyoku 0.6019543 7.61E-02 7.911853 2.73E-15 

sekkyoku 0.7385732 7.52E-02 9.821274 2.68E-22 

scale 8.157E-05 2.50E-05 3.269238 5.54E-04 

0～300 

万円代 

N=1280 

price -0.128128 8.00E-03 -16.02261 4.31E-53 

      

変数 係数 標準偏差 Ｔ値 Ｐ値 

fish -2.38E+00 1.58E-01 -15.04578 2.10E-47 

rec -8.14E-04 2.01E-04 -4.051267 2.71E-05 

shokyoku 5.06E-01 7.54E-02 6.713104 1.45E-11 

sekkyoku 6.31E-01 7.65E-02 8.248191 2.04E-16 

scale 7.58E-05 2.50E-05 3.032816 1.24E-03 

400～600

万円代 

N=1237 

price -1.03E-01 7.96E-03 -12.93401 2.79E-36 

      

変数 係数 標準偏差 Ｔ値 Ｐ値 

fish -2.02E+00 2.56E-01 -7.87681 1.32E-14 

rec -7.42E-04 3.19E-04 -2.325474 1.02E-02 

shokyoku 3.41E-01 1.24E-01 2.739952 3.20E-03 

sekkyoku 3.54E-01 1.21E-01 2.921893 1.83E-03 

scale 6.29E-05 4.06E-05 1.55012 6.09E-02 

700～900

万円代 

N=443 

price -1.01E-01 1.28E-02 -7.919379 9.79E-15 

      

変数 係数 標準偏差 Ｔ値 Ｐ値 

fish -1.590653 3.42E-01 -4.645975 2.72E-06 

rec -0.001239 4.21E-04 -2.939826 1.79E-03 

shokyoku 0.6573986 1.73E-01 3.806782 8.83E-05 

sekkyoku 1.0811806 1.71E-01 6.329625 5.53E-10 

scale 7.069E-05 5.48E-05 1.288947 9.93E-02 

1000 

万円以上 

N=256 

 

price -0.084773 1.70E-02 -5.001245 5.32E-07 

 
効用の価格表示     
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属性 ＜300 400‐600 700-900 1000＜ 価格単位 

漁獲高の減少 -16281.38  -23105.11  -19867.09  -18763.63  円/％ 

利用人数の上限 -6.58  -7.90  -7.30  -14.61  円/人 

やや積極的政策 4698.07  4917.44  3360.61  7754.79  円/有 

積極的政策 5764.34  6129.28  3487.32  12753.80  円/有 

沿岸からの距離 0.63  0.73  ― ― 円/ｍ 

 
 所得別に比較した場合、漁獲高の減少や生息地環境政策に対する反応に明らかな相関関

係が見られなかった。しかし、1000 万円以上の高所得者の生息地環境保全に対する WTP
は、それぞれもっとも低い評価をした中所得者と比較すると、「やや積極的政策」では 2.3
倍、「積極的政策」においては約 3.65 倍高く評価していることが特徴的である。さらに、

高所得者においては、利用人数の上限においても全有効サンプルと同じ評価をした低所得

者層に比べて 2.3 倍の差がある。しかしながら、高所得者にとって、漁獲高の減少に対す

る効用は他のグループと比較しても大きく変わらない。むしろ、漁獲高の減少に対しては、

標準所得者のほうが WTP の低減が著しい。このことから、家計への経済的な負の影響に

対して、標準所得者は極めて敏感に反応しているといえる。 

 
（４）職業別 
 職業別の分析では、会社員、主婦、公務員（教師を含む）、自営業（農業も含む）、学生、

パート・アルバイトの 6 つに分けて推計を行った。以下には、有意な結果を得たもののみ

効用の価格表示を行った。 

 
推計結果      

変数 係数 標準偏差 Ｔ値 Ｐ値 

fish -2.20E+00 1.53E-01 -14.3651 6.94E-44 

rec -9.64E-04 1.93E-04 -5.00374 3.19E-07 

shokyoku 4.29E-01 7.36E-02 5.827245 3.54E-09 

sekkyoku 5.24E-01 7.28E-02 7.195092 5.22E-13 

scale 3.75E-05 2.41E-05 1.559641 5.95E-02 

会社員 

N=1321 

price -1.24E-01 7.84E-03 -15.83869 3.70E-52 

      

変数 係数 標準偏差 Ｔ値 Ｐ値 

fish -1.91E+00 2.16E-01 -8.872207 2.95E-18 

主婦 

N=704 

rec -6.01E-04 2.69E-04 -2.233822 1.29E-02 
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shokyoku 5.24E-01 9.99E-02 5.245045 1.04E-07 

sekkyoku 7.53E-01 9.94E-02 7.576761 5.61E-14 

scale 7.96E-05 3.38E-05 2.356292 9.37E-03 

 

price -1.43E-01 1.10E-02 -12.95618 7.07E-35 

      

変数 係数 標準偏差 Ｔ値 Ｐ値 

fish -2.46E+00 3.45E-01 -7.121701 5.02E-12 

rec -4.62E-04 4.27E-04 -1.081788 1.40E-01 

shokyoku 3.36E-01 1.62E-01 2.0804087 1.92E-02 

sekkyoku 3.91E-01 1.67E-01 2.3430155 9.93E-03 

scale 2.12E-05 5.38E-05 0.3943726 3.47E-01 

公務員 

N=267 

price -1.52E-01 1.82E-02 -8.389806 1.47E-15 

      

変数 係数 標準偏差 Ｔ値 Ｐ値 

fish -1.73553 4.35E-01 -3.98585 5.02E-05 

rec -0.000482 5.21E-04 -0.925017 1.78E-01 

shokyoku 0.2942834 2.04E-01 1.444061 7.53E-02 

sekkyoku 0.5652072 2.09E-01 2.70217 3.80E-03 

scale 0.0001679 7.11E-05 2.360723 9.70E-03 

自営業 

N=169 

price -0.127291 2.24E-02 -5.693739 2.74E-08 

 

 
     

変数 係数 標準偏差 Ｔ値 Ｐ値 

fish -2.17E+00 0.3336399 -6.511359 1.60E-10 

rec -1.57E-03 0.0004342 -3.620039 1.73E-04 

shokyoku 3.81E-01 0.1624058 2.3469994 9.79E-03 

sekkyoku 6.12E-01 0.1526226 4.0072226 3.89E-05 

scale -2.72E-06 5.093E-05 -0.053385 4.79E-01 

パート 

N=297 

price -1.42E-01 0.0166157 -8.519975 4.17E-16 

      

変数 係数 標準偏差 Ｔ値 Ｐ値 

fish -2.34E+00 2.74E-01 -8.529806 1.42E-16 

rec -8.68E-04 3.44E-04 -2.520235 6.05E-03 

学生 

N=413 

shokyoku 5.90E-01 1.34E-01 4.398821 6.94E-06 
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sekkyoku 9.79E-01 1.41E-01 6.940192 7.66E-12 

scale 4.96E-05 4.32E-05 1.148246 1.26E-01 

 

price -1.16E-01 1.37E-02 -8.483958 1.99E-16 

 
効用の価格表示    

属性 会社員 主婦 公務員 価格単位 

漁獲高の減少 -17740.05  -13406.06  -16117.58  円/％ 

利用人数の上限 -7.75  -4.20  ― 円/人 

やや積極的政策 3450.92  3670.54  2204.12  円/有 

積極的政策 4214.26  5273.05  2562.49  円/有 

沿岸からの距離 ― 0.55  ― 円/ｍ 

     

属性 自営業 パート 学生 価格単位 

漁獲高の減少 -13634.31  -15345.87  -20092.15  円/％ 

利用人数の上限 ― -11.10  -7.46  円/人 

やや積極的政策 ― 2692.50  5078.64  円/有 

積極的政策 4440.26  4320.20  8420.25  円/有 

沿岸からの距離 1.31  ― ― 円/ｍ 

 
 この結果によると、学生は、漁獲高の減少に対して 20092 円低く評価しており、最も

WTP の減少が低い主婦と比較すると約 1.5 倍（全有効サンプルと比較すると約 1.2 倍）大

きく反応を示している。さらに、生息地環境政策についても、「やや積極的政策」では WTP
の増加がもっとも低い公務員と比較すると 2.3 倍（有効サンプルの 1.36 倍）、「積極的政策」

については 3.28 倍（全有効サンプルの 1.64 倍）も高く評価していることが、顕著な特徴

としてあげられる。学生の内訳を調べていると、そのほとんどが 10 代および 20 代で構成

されていることから、先述したような年齢別の分析結果を裏付ける形になった。 
 また、公務員については、漁獲高の減少に対して 16117 円低く評価するという結果にな

り、全有効サンプルにほぼ近い値となった。一方で、生息地環境政策に対する WTP は全

グループの中でもっとも低く評価をしており、全有効サンプルと比べて「やや積極的政策」

に関しては約 4 割、「積極的政策」に関しては 5 割も低い値を示すこととなった。このこ

とから、公務員が、現状から失われるものに対する WTP の変化に一般的な感覚を有して

いるのに対して、現状を積極的に改善していこうとする WTP の増加には国民と大きな差

が見られることがわかった。したがって、公務員が主導する政策決定には、十分な民意が

反映されない可能性もあるため、利害調整には住民をはじめとする一般国民の意思をいか
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に盛り込むかが重要になると理解できる。 

 
（５）居住地域別 
 本調査では、首都圏と中心に全国から多くの回答を得た。事例研究対象地域とした小笠

原住民との WTP の違いについては、次章に譲ることとし、ここでは、東京都、東京都を

除く関東地方およびそれ以外の地域の回答者に分けて分析を行った。 
ここでは、いわゆる「利用と保全」という点で、はっきりとした違いが見られた。関東

地方に住む回答者は、全有効サンプルとほぼ類似した結果となったが、小笠原の属する東

京都住民は、利用に対して反応の低い関東地方以外の居住者と比較したところ、漁獲高の

減少に対しては約 1.23 倍、利用人数の増加に対しては 3 倍の効用の低下を示した。逆に、

関東地域以外の居住者は、生息地政策に高い評価をし、全有効サンプルと比べて「やや積

極的政策」には 1.76 倍、「積極的政策」には 1.86 倍の効用の増加を示している。確かに、

小笠原は東京都といえども、そのアクセスの不便さを考慮しなければならないが、相対的

に利用する可能性が高い東京都民からすれば、海洋保護区の拡大に伴う地域住民の影響や

訪問時の混雑状況など「利用」という側面に関心が高くなるということは推測できる。一

方、CVM の結果からもわかるように、原生的な自然があることに意義があると多くの回

答者が感じていることから、利用する可能性が低い回答者にとっては、当該地域の自然が

そのまま保全されることに高い関心を寄せるであろうことが考えられる。以上のことから、

対象地域からの地理的な親近度に応じて、「利用と保全」という観点から、回答者の WTP
が異なることがわかった。政策決定過程には、地域住民の意見を重視するべきことは言う

までもないが、場合によってはこのような結果も参考とされる必要もあるだろう。 

 
推計結果      

変数 係数 標準偏差 Ｔ値 Ｐ値 

fish -2.09E+00 1.88E-01 -11.12384 3.14E-27 

rec -1.27E-03 2.37E-04 -5.367712 5.15E-08 

shokyoku 4.31E-01 9.10E-02 4.7394977 1.26E-06 

sekkyoku 5.11E-01 8.90E-02 5.7426538 6.49E-09 

scale 2.63E-05 2.92E-05 0.9028547 1.83E-01 

東京都 

N=851 

price -1.04E-01 9.38E-03 -11.08363 4.66E-27 

      

変数 係数 標準偏差 Ｔ値 Ｐ値 

fish -2.14E+00 1.76E-01 -12.21592 1.86E-32 

関東地方 

N=1037 

rec -8.06E-04 2.17E-04 -3.706294 1.11E-04 
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shokyoku 4.59E-01 8.40E-02 5.464809 2.90E-08 

sekkyoku 6.96E-01 8.35E-02 8.331238 1.26E-16 

scale 5.77E-05 2.80E-05 2.064353 1.96E-02 

 

price -1.25E-01 8.86E-03 -14.15012 5.49E-42 

      

変数 係数 標準偏差 Ｔ値 Ｐ値 

fish -1.391484 1.28E-01 -10.91304 3.83E-27 

rec -0.000344 1.68E-04 -2.049082 2.03E-02 

shokyoku 0.5624451 6.27E-02 8.973711 3.72E-19 

sekkyoku 0.8200158 6.65E-02 12.332405 7.99E-34 

scale 0.0001183 2.07E-05 5.714562 6.49E-09 

その他 

N=1692 

price -0.085729 6.44E-03 -13.31036 8.14E-39 

 
効用の価格表示    

属性 東京都 関東地方 その他 価格単位 

漁獲高の減少 -20112.11  -17105.79  -16231.20  円/％ 

利用人数の上限 -12.23  -6.42  -4.01  円/人 

やや積極的政策 4149.98  3661.72  6560.73  円/有 

積極的政策 4917.91  5549.28  9565.21  円/有 

沿岸からの距離 ― 0.46  1.37  円/ｍ 

（６）小笠原訪問歴の有無別 
 次に、小笠原へ行った経験の有無で回答者を分けて推計を行った。小笠原訪問歴がある

と回答した人は 131 人、「名前だけは知っているが行ったことはない。」および「知らなか

った。」という訪問歴のない人は 576 人であった。 
 全有効サンプルと比較すると、小笠原訪問歴のない人は若干の差はあるものの、全有効

サンプルとほぼ同じような値を示している。一方、小笠原訪問歴がある人は、全体的に大

きな反応を示しており、訪問歴がない人と比べると、漁獲高の減少については 1.78 倍、生

息地環境政策の「やや積極的政策」については 1.94 倍、「積極的政策」については 1.37 倍

の差が見られた。 
 以上のことから、直接的に現地に訪れたという体験をした人は、総じて漁獲高の減少に

抵抗感を示し、生息地環境の保全には肯定的であることがわかった。この点、次章の小笠

原住民の結果との比較が興味深い。あくまで小笠原における「よそ者」であっても、実際

に現地に訪れるという行為によって、海洋保護区の設置に際する「利用」の制限に対して、

地域住民が感じる抵抗感を共有できる可能性が高いことが示唆される。また、小笠原のよ
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うな素晴らしい自然を体験することによって、それを保全したいという意識が高くなるこ

とも推察できた。 

 
推計結果      

変数 係数 標準偏差 Ｔ値 Ｐ値 

fish -2.17E+00 2.33E-01 -9.345049 1.10E-19 

rec -4.10E-04 2.92E-04 -1.402947 8.06E-02 

shokyoku 5.33E-01 1.12E-01 4.7742978 1.15E-06 

sekkyoku 5.51E-01 1.08E-01 5.0940292 2.40E-07 

scale -5.44E-07 3.63E-05 -0.014975 4.94E-01 

訪問歴あり 

N=559 

price -7.94E-02 1.13E-02 -7.027572 3.08E-12 

      

変数 係数 標準偏差 Ｔ値 Ｐ値 

fish -2.05E+00 0.1018918 -20.09304 1.23E-84 

rec -9.13E-04 0.0001279 -7.138499 5.90E-13 

shokyoku 4.61E-01 0.048872 9.428266 4.04E-21 

sekkyoku 6.72E-01 0.0490689 13.696961 9.20E-42 

scale 6.96E-05 1.609E-05 4.32263 7.96E-06 

訪問歴なし 

N=2992 

price -1.34E-01 0.0052611 -25.4045 2.20E-129 

 

効用の価格表示    

属性 訪問歴あり 訪問歴なし 価格単位 

漁獲高の減少 -27382.18  -15317.71  円/％ 

利用人数の上限 ― -6.82  円/人 

やや積極的政策 6710.93  3447.47  円/有 

積極的政策 6935.84  5028.50  円/有 

沿岸からの距離 ― 0.52  円/ｍ 

 
（７）世界自然遺産登録地の認知度別 
 小笠原が世界自然遺産の候補地にあがっていることを「知っている」と回答した人は 283
人、「知らない」と回答した人は 424 人であった。 

ここでも、小笠原訪問歴の有無で比較したものと、同様の結果を得た。「知らない」と回

答したグループと比べると、「知っている」と回答したグループでは、漁獲高の減少に対し

て約 1.48 倍低く評価し、生息地環境政策の「やや積極的政策」に対しては 2.08 倍、「積極
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的政策」に対しては 1.36 倍も高く評価している。本調査では、小笠原が世界自然遺産にな

ることに対する国民の賛否については問うていないが、認知度のある回答者が、世界自然

遺産になる以上、当該地域における生息地保全政策の充実を求めることは、容易に想像が

つく。 
一方、本調査で、認知している回答者に漁獲高の減少による明らかな WTP の低下が見

られたことで、世界自然遺産になることによる地域住民の影響を考えていないわけではな

いことがわかった。時に、世界遺産登録という外圧によって、当該地域の環境保全に目が

向きすぎ、結果的に地域住民の利用や伝統文化が軽視されることも生じうる51。こうした

ことを避けるためにも、世界自然遺産そのものの認知を高めると同時に、登録地になるこ

とによる地域住民に降りかかる負の側面も見落としてはならない。 

  
   推計結果 

変数 係数 標準偏差 Ｔ値 Ｐ値 

Fish -2.01E+00 1.50E-01 -13.37111 1.29E-38 

Rec -7.47E-04 1.88E-04 -3.972161 3.76E-05 

Shokyoku 5.54E-01 7.24E-02 7.656153 1.85E-14 

Sekkyoku 5.96E-01 7.23E-02 8.236566 2.13E-16 

Scale 5.41E-05 2.35E-05 2.304498 1.07E-02 

認知度あり 

N=1311 

Price -9.23E-02 7.46E-03 -12.37493 1.21E-33 

      

変数 係数 標準偏差 Ｔ値 Ｐ値 

Fish -2.12E+00 1.19E-01 -17.73349 3.05E-66 

Rec -8.83E-04 1.50E-04 -5.898719 2.11E-09 

Shokyoku 4.17E-01 5.70E-02 7.306439 1.90E-13 

Sekkyoku 6.82E-01 5.70E-02 11.970879 2.35E-32 

Scale 6.01E-05 1.88E-05 3.190195 7.21E-04 

認知度なし 

N=2239 

Price -1.44E-01 6.19E-03 -23.33812 2.66E-108 

 

効用の価格表示    

                                                   
51 1993 年、日本で最初に白神山地が世界自然遺産に登録された。野生動物の捕獲については十分な規制

がなかったが、その後、国指定鳥獣保護区に指定されることにより、少なくとも哺乳類及び鳥類の「保護」

は法律上裏付けられることになった。現在、有害鳥獣駆除により合法的にツキノワグマの捕獲が可能では

あるが、「クマ狩りはマタギの頂点」との言われる狩猟が世界遺産登録地では禁止された。また、動物の

居場所に応じて拠点にするため、国有林を無断で切って建てていたマタギ小屋も、中心部から遠く離れた

私有地の１カ所のみに減らすことを余儀なくされた。現在、白神山地では、マタギ文化の伝承が懸念され

ている。 
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属性 認知度あり 認知度なし 価格単位 

漁獲高の減少 -21726.95  -14648.14  円/％ 

利用人数の上限 -8.08  -6.11  円/人 

やや積極的政策 6000.21  2883.62  円/有 

積極的政策 6449.65  4718.69  円/有 

沿岸からの距離 0.58  0.41  円/ｍ 

   
（８）海中環境への身近さ別 
 海中環境に対して、「大変身近に感じる」119 人、「やや身近に感じる」154 人、「あまり

身近に感じない」338 人、「まったく身近に感じない」100 人をそれぞれ分けて分析を行っ

た。 

 この結果、漁獲高の減少については、「大変身近に感じる」と回答した以外は、ほぼ全有

効サンプルと同様の結果になった。「大変身近に感じる」と回答した人にとって、当該地域

で生計を立てている人々への配慮も強く感じられる結果となった。また、利用人数の上限

については、海中環境を身近に感じるか否かで分かれた。先述したように、「身近に感じる」

と回答した人の多くは、「よく海に行くから。」という理由をはじめ、ダイビングなどの利

用者が多かった。このことから、オーバーユースによる環境の劣化もさることながら、当

該地域における混雑にも抵抗感があるように思われる。 
さらに、本項の分析では、生息地環境に関して興味深い結果を得た。全有効サンプルと

比較して、「大変身近に感じる」と回答した人の「やや積極的政策」に対する効用は 2.2 倍、

「積極的政策」に対する効用は 1.53 倍高くなり、「あまり身近に感じない」と回答した人

も、「やや積極的政策」に対して 1.48 倍、「積極的政策」に対して 1.6 倍高く評価した。つ

まり、図 4‐15 に示すように、海中環境に対して「やや身近に感じる」人や「あまり身近

に感じない」という回答者と比べて、身近さの程度が極端である回答者のほうが生息地環

境政策に対する効用が高いことがわかった。 

 
図 4‐15：身近さの程度が生息地保全政策に対する効用に及ぼす影響 

大変身近に感じる あまり身近に感じない 

生
息
地
保
全
政
策
に
対
す
る
効
用 
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しかし、「大変身近に感じる」人と「まったく身近に感じない」人との結果の背景には、

若干違いがあるように推測される。「大変身近に感じる」と回答した人については、先に述

べたように、利用頻度が高いことから容易にその理由に想像がつく。ただし、「積極的政策」

より「やや積極的政策」のほうが、効用の価格評価が高く出たことは意外な結果であった。

よく海を利用する人々にとっては、自然再生事業などの「積極的政策」に否定的な考えを

持っていることが明らかになった。 
一方、「あまり身近に感じない」と回答した人の結果も予想外なものであった。本アンケ

ートでは、透明度の高い海で泳ぐ魚たちやテーブルサンゴの写真を提示し、「このような海

の中を身近に感じますか。」という質問を行った。回答者の中にはこのような美しい海が身

近にないため、「まったく身近に感じない」と答えたという方がいた。確かに、日本周辺の

海域で提示した写真のような美しい海を想定できるような場所が多くはない。したがって、

こうした数少ない貴重な海域を積極的に保全していくべきであると感じた結果、生息地環

境の保全に高い WTP を示す結果になったのではないかと考えられる。 

  
推計結果      

変数 係数 標準偏差 Ｔ値 Ｐ値 

fish -1.70E+00 2.31E-01 -7.35767 3.44E-13 

rec -7.65E-04 2.82E-04 -2.714982 3.42E-03 

shokyoku 5.88E-01 1.13E-01 5.1809958 1.55E-07 

sekkyoku 5.58E-01 1.09E-01 5.1113509 2.21E-07 

scale 1.56E-05 3.63E-05 0.4302246 3.34E-01 

大変身近に 

感じる 

N=550 

price -7.10E-02 1.14E-02 -6.229447 4.67E-10 

      

変数 係数 標準偏差 Ｔ値 Ｐ値 

fish -1.917537 1.94E-01 -9.871192 5.32E-22 

rec -0.001492 2.61E-04 -5.706022 8.30E-09 

shokyoku 0.3746212 9.53E-02 3.931548 4.61E-05 

sekkyoku 0.6089714 9.75E-02 6.243278 3.57E-10 

scale 0.0001039 3.14E-05 3.306726 4.94E-04 

やや身近に 

感じる 

N=758 

price -0.11372 1.01E-02 -11.30916 8.30E-28 

      

変数 係数 標準偏差 Ｔ値 Ｐ値 あまり身近に 

感じない fish -2.33E+00 1.38E-01 -16.83692 2.53E-59 
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rec -5.88E-04 1.69E-04 -3.483153 2.54E-04 

shokyoku 5.22E-01 6.50E-02 8.020205 9.64E-16 

sekkyoku 7.11E-01 6.55E-02 10.867501 5.86E-27 

scale 6.45E-05 2.15E-05 3.001514 1.36E-03 

N=1731 

price -1.46E-01 7.12E-03 -20.57798 1.22E-84 

      

変数 係数 標準偏差 Ｔ値 Ｐ値 

fish -1.415999 2.28E-01 -6.214203 5.21E-10 

rec -0.000577 3.02E-04 -1.90661 2.86E-02 

shokyoku 0.4999768 1.12E-01 4.476938 4.64E-06 

sekkyoku 0.7418271 1.16E-01 6.402758 1.68E-10 

scale 6.395E-05 3.67E-05 1.744053 4.09E-02 

まったく身近に 

感じない 

N=534 

price -0.090478 1.15E-02 -7.888592 8.74E-15 

 

効用の価格表示     

属性 大変身近 やや身近 あまり まったく 価格単位 

漁獲高の減少 -23949.38  -16861.94  -15898.13  -15650.12  円/％ 

利用人数の上限 -10.76  -13.11  -4.01  -6.37  円/人 

やや積極的政策 8272.18  3294.24  3561.38  5525.92  円/有 

積極的政策 7856.98  5355.01  4856.03  8198.93  円/有 

沿岸からの距離 ― 0.91  0.44  0.70  円/ｍ 

 
（９）国立公園の認知度別 
 小笠原が国立公園であることを「知っている」と回答した人は 304 人、「知らない」と

回答した人は 395 人であった。これについても、「知っている」と回答したグループでは、

有効サンプルと比べて、すべての項目における効用の貨幣評価が大きく反応した。 

 
推計結果      

変数 係数 標準偏差 Ｔ値 Ｐ値 

fish -1.85E+00 1.41E-01 -13.0803 2.41E-37 

rec -8.74E-04 1.80E-04 -4.851189 6.80E-07 

shokyoku 4.67E-01 6.91E-02 6.755815 1.02E-11 

sekkyoku 5.68E-01 6.79E-02 8.372561 6.55E-17 

認知度あり 

N=1455 

scale 6.67E-05 2.27E-05 2.942236 1.66E-03 
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 price -1.01E-01 7.20E-03 -14.01886 2.84E-42 

      

変数 係数 標準偏差 Ｔ値 Ｐ値 

fish -2.27E+00 1.26E-01 -18.09658 2.28E-68 

rec -8.51E-04 1.56E-04 -5.469257 2.53E-08 

shokyoku 4.69E-01 5.92E-02 7.909045 2.09E-15 

sekkyoku 7.06E-01 5.99E-02 11.774829 2.51E-31 

scale 3.96E-05 1.95E-05 2.033099 2.11E-02 

認知度なし 

N=2071 

price -1.43E-01 6.41E-03 -22.37293 9.01E-100 

 
効用の価格表示    

属性 認知度あり 認知度なし 価格単位 

漁獲高の減少 -18347.60  -15840.53  円/％ 

利用人数の上限 -8.66  -5.93  円/人 

やや積極的政策 4627.11  3267.16  円/有 

積極的政策 5632.93  4920.67  円/有 

沿岸からの距離 0.66  0.27  円/ｍ 

 
 
（１０）海中公園地区の認知度別 
 海中公園について「知っている」と答えた人は 181 人、「知らない」と答えた人は 524
人であった。生息地環境政策の「積極的政策」については両者とも有効サンプルと比較し

て効用の増大が見られたが、「やや積極的政策」や漁獲高の減少に対しては、他の認知度と

同様に認知度の違いが効用に影響を与える結果となった。 

 
  推計結果 

変数 係数 標準偏差 Ｔ値 Ｐ値 

fish -1.98E+00 1.88E-01 -10.53169 8.63E-25 

rec -5.64E-04 2.29E-04 -2.46053 7.03E-03 

shokyoku 5.57E-01 8.93E-02 6.238967 3.44E-10 

sekkyoku 5.11E-01 8.79E-02 5.81607 4.23E-09 

scale 4.82E-05 2.95E-05 1.631423 5.16E-02 

認知度あり 

N=869 

price -9.72E-02 9.33E-03 -10.42054 2.45E-24 
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変数 係数 標準偏差 Ｔ値 Ｐ値 

fish -2.13E+00 1.07E-01 -19.79969 7.35E-82 

rec -9.27E-04 1.36E-04 -6.835512 5.04E-12 

shokyoku 4.38E-01 5.16E-02 8.493361 1.64E-17 

sekkyoku 6.90E-01 5.18E-02 13.326092 1.40E-39 

scale 5.81E-05 1.69E-05 3.437361 2.98E-04 

認知度なし 

N=2691 

price -1.32E-01 5.51E-03 -23.93038 3.38E-115 

 
効用の価格表示    

属性 認知度あり 認知度なし 価格単位 

漁獲高の減少 -20363.01  -16125.18  円/％ 

利用人数の上限 -5.80  -7.02  円/人 

やや積極的政策 5734.53  3319.01  円/有 

積極的政策 5260.39  5232.44  円/有 

沿岸からの距離 ― 0.44  円/ｍ 

 
 

 
 
４‐３‐３．日本における海洋保護区に関するまとめ 
 本項では、日本でどのような海洋保護区が望まれるかを探るために、海洋保護区の設置

にあたり主要な論点となる事項に関する人々の選好を分析した。各属性に対する WTP を

分析した結果、海洋保護区に伴う漁獲高の減少に対して著しい効用の低下を示すことが明

らかになると同時に、WTP の絶対値の比較から、漁獲高の減少を伴うような生息地保全

は受け入れにくいことが実証された。たしかに、日本では、漁業権が既得権として存在し

ており、漁業との調整は最優先事項であることはいわれている。すべての海洋保護区は、

漁業を禁止するものではなく、さまざまな形態が考えられる。本結果から、日本では、漁

業に影響を与えない海洋保護区が受け入れられやすいと解することができる。 
さらに、属性に対する評価にいかなる要因が影響しているのかを探るため、サブグルー

プに分けて検討した。サブサンプルは、大まかに、①性別、年齢、収入、職業、居住地域

などの個人属性、②小笠原の訪問歴といった「体で体験する」という視点、③海中環境に

対する身近さといった「心で感じる」という視点、④世界自然遺産候補地および国立公園、

海中公園に対する制度の認知度といった「頭で知る」という視点に分けることができよう。 

 このように分類すると、①個人属性では、属性間でさまざまな効用の差が確認された。
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海洋保護区の設置にかかわらず、制度の導入には利害調整が不可欠になるが、以上の分析

から、意思決定過程にはさまざまな属性を持つ人々の意見を取り入れることが重要である

ということが客観的な数値を用いて再認識できた。また、CVM では、①訪問歴や②海中

環境への親近度が WTP を高める要因となったが、コンジョイント分析から、海洋保護区

の導入においては、これに加えて、③当該地域に関する制度の認知度も WTP の増減を決

める要因になることがわかった。このことは、次章で検証する地域住民の WTP と比較検

討することで、さらに興味深いものとなる。 
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第５章 地域住民の選好 
５‐１．背景と概要 

本稿において、一般国民と地域住民との意識の違いを探るために、インターネットを用

いたアンケートを実施したが、このうち小笠原居住者は 8 名だったため、統計分析を行う

ことができなかった。そこで、地域住民用にアンケートを一部変更し、ハローページより

任意に小笠原住民 100 名を選択し、直接郵送方式で 2008 年 11 月 19 日に投函した。さら

に、一般アンケートを閉鎖すると同時に、地域住民用にアンケートをアップし、小笠原村

観光協会ホームページ52や総合情報サイト小笠原チャンネルホームページ53に掲載されて

いるサイトから、直接、約 70 通のメールを送信し、協力頂けるようお願いした。 
 地域住民用アンケートは、基本的に一般アンケートと異ならないが、小笠原の基本認知

度を削除し、現在の計画では、世界遺産候補地に海域部が含まれないことに対する認知度

を問うた。また、さまざまな利害関係から一枚岩にはならないことが予想される世界遺産

候補に対する賛否を尋ねている。さらに、最後の個人属性に関して、「将来、小笠原諸島で

生じる環境問題の中で困るものはどれか。」という設問を加えるなど、地域住民の視点を意

識した質問を行った。 
 アンケートの締め切りは 2008 年 12 月 12 日までとし、直接郵送方式で 30 人、インタ

ーネット方式で 20 人の協力を得た。これに、一般アンケートで 8 名の小笠原住民の回答

を合わせた合計 58 名の分析結果を示す。 

 
５‐２．アンケートの結果 
（１）個人属性 
 アンケートは、図 5‐1 で示すように、男性 36 人（64％）、女性 18 人（32％）、不明 2
人から構成されており、男性が女性の 2 倍になっているが、小笠原村住民全体の男女比と

さほどかけ離れてはいない。また、年齢層としては、60 才以上の回答者が 15 人ともっと

も多く、これに 30 代が続く。これについて、20 才未満を除く小笠原村住民全体と比較す

ると、図 5‐2 からも分かるように、地域住民用アンケートでは 20 代の回答者が少なく、

60 代以上の回答者が多かった。 

 

                                                   
52 小笠原村観光協会ホームページ http://www.ogasawaramura.com/ 
53 小笠原チャンネルホームページ http://www.ogasawara-channel.com/ 
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図 5‐1：地域住民用アンケート回答者と小笠原住民の男女比 

 

 
図 5‐2：地域住民用アンケート回答者と小笠原住民の年齢比 

 
 

 また、収入については、200 万円未満から 1500 万円以上まで 100 万円台単位で質問を

行ったうえで、先に述べたように分類したところ、いわゆる 300 万円台以下の低所得者層

が 33 人ともっとも多かった。これは、平成 19 年度の厚生労働省による全国の平均所得と

近い分布になっている。さらに、職業別に見てみると、自営業が 22 人ともっとも多い。

これは、ひとりでも多くの回答者を募るために、直接郵送方式に加え、観光協会などのホ

ームページに掲載されている自営業者に直接依頼メールを送信したという背景が考えられ

る。 
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図 5‐3：回答者の年収内訳 

 

 

図 5‐4：回答者の職業内訳 

 
一般アンケートでは、小笠原が世界自然遺産候補地にあがっていることに対する認知度

を問い、海域部が含まれないことまでは質問項目として入れていなかった。しかし、地域

住民用アンケートに関しては、地域住民がどの程度、世界遺産登録の内容に関して認知し

ているかを確認するため、海域部が含まれていないことについて知っているかと問うた。

その結果、「知っている」と回答した人は 20 人（40％）であるのに対して、半数の 26 人

（52％）の回答者が「知らない」と答えた。世界遺産登録地の候補にあたり、具体的な登

録内容については、いかに地域住民が蚊帳の外にあるかがうかがい知れる。 
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図 5‐5：海域部が含まれないことに対する認知度 

 
また、一般アンケートにおけるコンジョイント分析のパラメーターとして有意な結果と

なった海中への身近さの理由について、地域住民に重複回答可として尋ねたところ、「海の

近くに住んでいるから。」と答えた人が 16 人ともっとも多く、次いで「よく泳いだり、ダ

イビングするから。」と答えた人が 11 人、「海に関わる仕事をしているから。」と答えた人

が 7 人であった。 

 
図 5‐6：地域住民が海を身近に感じる理由 

 
さらに、賛否両論が予想される小笠原が世界自然遺産に登録されることに賛成するかと

いう質問を行った結果、図 5‐7 に示すように、賛成が 26 人（53％）、どちらともいえな

いが 7 人（14％）、反対が 16 人（33％）であった。世界遺産登録地の候補には、登録によ

る影響を十分検討した上で、地域住民の意見が尊重されるべきである。 
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図 5‐7：世界遺産登録に関する地域住民の賛否 

 
（２）CVM の結果 
  地域住民用アンケートにおける CVM の有効回答数は 51 であった。この結果、P 値は

5％水準で有意になり、中央値は 36855 円となった。図 5‐8 は、受諾曲線を示している。

しかしながら、表 5‐1 で示すように、実測値はばらばらである上、WTP は最高提示額で

ある 30000 円を超える結果になってしまった。したがって、本稿では、小笠原村ベースの

TWTP の算出は控えることにした。 

 

図 5‐8：受諾曲線 

 
表 5‐1：推計結果    

変数 係数 標準偏差 Ｔ値 Ｐ値 

α 4.2320211 2.0496008 2.064803 0.02212724 

β -0.4024835 0.2384549 -1.687881 0.04889508 

WTP(中央 36855.81    
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値） 

 
（３）コンジョイントの結果 
  一般アンケート同様に、一人につき 6 つのプロファイルを提示した結果、無回答も目

立ったが、有効サンプル数は 222 となった。変数や統計ソフトで用いたプログラムは、一

般アンケートと同様である。 
表 5‐2 は、各属性の推計結果を示したものである。有意な結果を得たもののみ WTP を

表示している。利用人数の上限や保護区に指定する沿岸からの距離については、有意な数

値を得られなかったものの、特に主要な論点となる漁獲高の減少および生息地環境の保全

については有意となった。 

 
表 5‐2：推計結果（N=222) 

変数 係数 標準偏差 Ｔ値 Ｐ値   WTP 

fish -2.29E+00 3.68E-01 -6.219835 1.29E-09 1%有意 -29911.02 

rec -6.39E-05 4.57E-04 -0.140064 4.44E-01   

shokyoku 3.44E-01 1.69E-01 2.0356713 2.15E-02 5%有意 4498.85 

sekkyoku 5.30E-01 1.76E-01 3.0125754 1.45E-03 1%有意 6934.12 

scale 2.93E-05 5.58E-05 0.5247927 3.00E-01   

price -7.64E-02 1.75E-02 -4.37907 9.32E-06 1%有意  

 
 
 まず、漁獲高が 1％減少することに対して 29911 円に値する WTP の低下が見られた。

これは、一般アンケートのいかなるサブグループより大きい WTP の低下となった。平成

17 年度の国勢調査による小笠原村の世帯数は 1282 世帯であり、漁獲高減少の WTP であ

る‐29911 を乗じると小笠原全体の効用低下の貨幣評価は、約‐3834 万円となる。一方、

東京都産業労働局農林水産部によると、平成 18 年度の小笠原父島および母島の漁業生産

額は約 5 億 3200 万円であり、1％の漁獲高の減少は 532 万円に値する。すなわち、実際

の漁獲高の減少と比較すると、保護区設置に伴う漁獲高の減少に対する住民の効用の

低下は、実際の損害額と比較すると 7.2 倍大きくなるという結果になった。漁獲高の

減少は、地域住民に対してさまざまな経済活動に否定的な影響を与えることに疑いは

ない。何倍にもなる波及効果について人々が認識していると理解できる。 

 次に、生息地環境の保全政策に関して、「やや積極的政策」には、4498 円高く評価

し、「積極的政策」には 6934 円高く評価する推計値を得た。ここで、二つのことが推

察される。一点目は、先述した CVM との整合性が指摘される。CVM では、提示したシ

ナリオ以外の変化はないと仮定し、一定の設定に対する WTP を問う。したがって、CVM
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には、シナリオに関するコストは含まれていない。地域住民用アンケートにおいて、

小笠原住民に「海洋保護区の設置により、小笠原の固有種をはじめ、さまざまな生き

物の生息環境の保全が将来的に確保されるものと仮定」した CVM の WTP が 36855 円で

あった。ここから、漁獲高の減少というコストである‐29911 円を差し引くと、6944

円となり、「積極的政策」の WTP である 6934 円に近い数値になることがわかった。こ

のことから CVM の限界が浮き彫りになると同時に、小笠原住民の生息環境に対する首

尾一貫した評価がうかがい知れる。もう一点は、地域住民にとっての「利用と保全」

の意識が明らかになった。漁獲高の減少と生息地環境の「積極的政策」の WTP の絶対

値を比較すると、漁獲高の減少に対する効用の低下が 4.3 倍高いという評価になって

いる。これは、海洋保護区の設置にあたっては、生息地環境の保全より漁獲高の減少

を避けたいという地域住民の強い意思の表れである。この点、一般アンケートでも同

様の結果が出ており、保護区の設置においては漁業との調整が最優先課題であること

が数値の上からも明らかになった。 

 

（４）一般アンケートとの比較 

 本項では、地域住民用アンケートで有意に得られた推計値と一般アンケートで得ら

れた各サブグループの推計値と突き合わせたところ、表 5‐3 に示すように、小笠原へ

の訪問歴があるグループの推計結果が、小笠原住民と比較的近い WTP を示すことが明

らかになった。 

 

表 5‐3：効用の価格表示    

属性 小笠原住民 訪問歴あり 
海中の親近度

大変高い 
価格単位 

漁獲高の減少 -29911.02  -27382.18  -23949.00  円/％ 

利用人数の上限 ― ― -10.76  円/人 

やや積極的政策 4498.85  6710.93  8272.18  円/有 

積極的政策 6934.12  6935.84  7856.98  円/有 

沿岸からの距離 ― ― ― 円/ｍ 

 

このことから、地域住民の海洋保護区設置に対する選好は、当該地域に実際に訪れ

たことがあるグループには共感されやすいことが示唆される。逆を言えば、地域住民

の効用は、実際に現地に足を運ばなければ把握しがたいということも推測できる。次

に、小笠原住民と比較的近い WTP を示したのは、海中環境を大変身近に感じると回

答したグループであった。このことから、海洋保護区設置に関して、人々が海中環境

をより身近に感じることができれば、地域住民の選好を理解できるのではないかとい
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うことが推測できる。 

新たな制度の導入については、利害調整を含めた地域住民の理解や協力が極めて重

要になる。むしろ、それなくては新たな制度も、無意味なものになりうる。海洋保護

区のように、全国一律に制度を導入するのではなく、地域に優先順位を設ける場合は、

ことさら地域住民の意思を尊重する必要がある。しかしながら、制度導入にあたり、

直接の利害関係を有しない場合、一般国民が地域住民の選好を把握することは難しい。

このことは、本稿の一般アンケートと地域住民のアンケートを比較することによって

も再確認できた。同時に、本稿の分析によって、海洋保護区の導入にあたり、利害関

係を有しない国民が地域住民の選好を把握するためには、現地へ直接赴くことがもっ

とも効果的であるということが明らかになった。また、実際に現地を訪れなくとも、

人々が海洋環境をより身近に感じることも有効であることが示唆された。 
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第６章 まとめと考察 

 

 本稿は、日本で海洋保護区の発展を阻む要因を明らかにすることによって、海洋保

護区をめぐる問題解決の糸口をつかむことを目的としている。海洋保護区の設定や維

持には多くの費用を要するが、それに対する便益が適切に評価されていないのではな

かろうか。また、海洋保護区に対する人々の意識はいかなるものであろうか。そこで、

市場では捉えることのできない人々の意識を定量化するため、環境評価手法を用いて

分析を行った。この結果、以下の成果を得た。 

 

第一に、海洋生態系を保全する理由として、72％の回答者が原生的な自然が存在するだ

けで意義があるという自然の存在価値を認識している。これは、人々にとっての自然の価

値は、利用にとどまるものではないことを意味している。 
第二に、海洋環境の保全意識を高める要因は、女性であること、東京都に在住している

こと、環境について研究していること、小笠原への訪問歴があること、海中環境に対して

身近に感じていること関係している。海について何らかの「関わり」を持つことを通じて

得られた知覚的、具体的表象を身体的に取得することが重要であると推察された。 

第三に、小笠原の周囲１km の海洋生態系に対して、ＴＷＴＰの算出を試みたところ、

全国ベースでは約 4067 億円、東京都ベースでは約 543 億円という推計結果を得た。市場

では評価されない生態系の価値を定量化することによって、生態系の価値が便益として政

策に反映される可能性を示すことができた。 
第四に、日本では、海洋保護区に伴う漁獲高の減少に対して著しい WTP の低下を示す

ことが明らかになると同時に、WTP の絶対値の比較から、漁獲高の減少を伴うような生

息地保全は受け入れにくいことが実証された。 
第五に、海洋保護区の設置にあたり、個人属性間で意識の差が確認されたことにより、

利害調整および意思決定過程にはさまざまな属性を持つ人々が取り込まれる必要があるこ

とがわかった。また、海洋保護区などの制度については、「体で体験する」、「心で感じる」

以外に「頭で知る」という制度の認知度の有無が WTP の増減に大きく影響を与えた。 

第六に、海洋保護区の導入にあたり、利害関係を有しない国民が地域住民の選好を

理解するためには、当然ながら、現地へ直接赴くことがもっとも効果的であると確か

められた。同時に、実際に現地を訪れなくとも、地域住民の選好を理解する上では、

人々が海洋環境をより身近に感じることも有効であるが明らかになった。 
 
  本稿の分析過程で当初の目的に加え、それに付随した複数の成果が得られた。したが

って、上記 6 点の成果それぞれについて、さらなる詳細な考察を加える。 
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① 海洋生態系を守る理由 
 一般的に、自然を守る説明として、人間にとっての利用という点に重きが置かれ、将

来、人間に降りかかる負の側面ばかりが強調されている。このような説明では、人間以外

の生き物への配慮が欠けている。実際、人々が生態系生態系を守りたいという意識はどこ

からやってくるのであろうか。 
本稿の CVM では、小笠原（父島および母島）の沿岸１㎞を海中公園地区に法的な格上

げを行うことによって、海洋環境の保全が法的に確保されるというシナリオに対する WTP
の推計を行った。提示額に対して支払う意志があるとした理由として、72％もの回答者が、

存在価値を想定した「原生的な自然が存在するだけで意義があるから」という選択肢を選

んだ。 
この結果は、海洋における生態系もしくは生物多様性を保全する理由として、最終的に

は人間が害を被るからという消極的なものではなく、われわれ人間が生態系そのものに価

値を認めるからという積極的な説明が、広く国民に受け入られる可能性を示唆している。 
人間は、あくまで生態系の一構成要素に過ぎず、全体の一部でしかない。したがって、

われわれ人間には知られざるところで、害を被っている、もしくは、姿を消していく生き

物も少なくはなかろう。もちろん、自然淘汰はされるべきである。しかしながら、同じ地

球に住む生き物として「他者」を重んじる自然の存在価値に基づく論法が、海洋生態系を

保全する主要な起点になるべきである。存在価値の認識が広まれば、今後の海洋保全政策

の根幹を揺るがすものとなる。 

 
② 海洋環境の保全意識を高める要因 
海洋環境保全政策を推進していく上では、保全意識を高めることが不可欠となることは

いうまでもない。しかしながら、いかなる方法が有効なのかについては明確化されていな

い。そこで、海洋環境の保全意識を高める要因を探る必要がある。この点、環境教育の重

要性が指摘されている。特に、海域については、人間の居住空間になり得ないこともあり、

陸域と比較すると馴染みが薄い人も多いため、早急な対応が求められる。 
本稿の結果によれば、女性であること、東京都に在住していること、環境について研究

していること、小笠原への訪問歴があること、海中環境に対して身近に感じていることが

有意に WTP をあげる要因になることがわかった。性別などの個人属性を除く各変数の分

析から、海について何らかの「関わり」を持つことを通じて得られた知覚的、具体的表象

を身体的に取得することが WTP を高めることにつながると推察された。 
特に、幼少期などの多感な頃から海や海洋生物に触れる機会を増やすことは効果的であ

ることが推論できる。こうした海とのふれあいは、四方を海に囲まれる日本ならば、大人

になってからでも、ダイビングをはじめとするさまざまなマリンスポーツを通じて比較的

容易に体験できる。さらに、各地にある従来の水族館や博物館などの施設のあり方につい
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ても、単に情報を提供するのではなく、いかに人々の興味を引くかという点で見直される

べきである。最近では、水中撮影の技術の向上によって、写真や動画などの映像によって

臨場感溢れた海を感じることも可能になった。情報化社会の現代においては、このような

媒体を大いに活用することも有効である。 
島国に暮らす日本人にとって、本来、海は身近なものであるはずであった。しかし、沿

岸域は次々と埋め立てられ、海と陸との線引きが加速された。今後、海洋保全政策を推進

する日本では、人々がより海に親近感を持つことができる環境を構築することが優先され

るべきである。本稿の結果は、海との人との距離を縮めることが海洋環境の保全に対する

意識を高めるもっとも速い近道になることを暗示している。人々の海洋環境への関心を高

める要因が、本稿によって客観的な数値をもとに明らかになったことは、参考に値する指

標となる。 

 
③ 生態系の社会システムへの内部化 

 伝統的な経済学では、環境問題を捉える際に、環境の利用価など一部のみしか評価して

こなかったため、環境の利用と保護に関してさまざまな不整合が生じていたと考えられて

きた。すなわち、環境問題は、環境そのものが市場では評価されずに、社会システムの外

部へと放置されているために生じると考えられていることを意味している。このような問

題に対して、生態系の貨幣的評価を行うことによって、生態系の価値を便益として市場に

組み込むことが可能になる。最近では、気候変動の主要な原因といわれている二酸化炭素

について排出権取引などの制度が発展しているが、これは社会システムの内部化に成功し

たと思われる好例である。 
本稿では、CVM を用いて、小笠原の周囲１km の海洋生態系に対するＴＷＴＰの算出を

試みたところ、全国ベースでは約 4067 億円、東京都ベースでは約 543 億円という推計結

果を得た。このような実証研究が、市場では評価されない生態系の価値を可視化すること

によって、生態系の価値が便益として社会システムへ内部化される可能性が示された。海

洋保護区の導入には、市場に反映されない価値も含めて、政策の必要性や妥当性を客観的

に判断するべきである。 
生物多様性の問題は、地球温暖化問題と同様に、すでに国際的に主要な環境問題の一つ

になっている。2010 年には名古屋で CBD COP10 が開催される予定であり、日本のリー

ダーシップが求められている。しかし、生物多様性については、気候変動問題のように数

値目標がないため、企業や国民はどのように取り組むべきなのか思案に暮れている。この

点、CVM が生態系を定量的な把握を可能にしたことは、さまざまなアクターに対して生

態系の保全に進むべき道を提示したという意味で大きな第一歩となる。このような手法が、

海洋環境の保全政策に関する多くの取り組みの促進に寄与することを期待する。 
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④ 日本型の海洋保護区のあり方 
日本でも、海洋保全の高まりとともに、海洋保護区に関する議論が高まっている。平成

19 年に成立した「海洋基本法」に基づき、海洋基本計画が作成された。同計画の政府が総

合的かつ計画的に講ずべき施策の中で、関連省庁が連携しあい、生物多様性の確保や水産

資源の持続可能な利用に資するため、海洋保護区について、わが国におけるあり方を明確

化するとともに、その適切な設定を推進することが謳われている。海洋先進国とよばれて

いる米国、オーストラリア、カナダでは海洋保護区の制度がすでに進展している。日本で

も、海洋生態系の保全だけでなく、持続的な漁業資源管理の手段としても海洋保護区の利

点を最大限に活用すべきである。 
 本稿のコンジョイント分析では、日本でどのような海洋保護区が望まれるかを探るため

に、海洋保護区の設置にあたり主要な論点となる事項に関する人々の選好を分析した。各

属性に対する WTP を分析した結果、海洋保護区に伴う漁獲高の減少に対して著しい WTP
の低下を示すことが明らかになった。また、WTP の絶対値の比較から、漁獲高の減少を

伴うような生息地保全は受け入れにくいことが実証された。本稿の結果は、人々が保全と

利用との間にどの程度重きを置いているか具体的に提示したことに意義がある。 
日本では、漁業権が既得権として存在しており、漁業との調整は最優先事項であること

はいわれている。したがって、漁業者に対して海洋保護区の長期的な有効性を周知させる

ことによって、漁業者の理解と協力を得ることが重要である。この点、海洋保護区に対す

る誤解をいかに解くかが重要な鍵となる。漁業との調整については、従来の縦割り行政で

は対応に限界があった。しかし、海洋基本法によって、内閣府に総合海洋政策本部が置か

れたことは評価できる。今後、関連省庁の実質的かつ綿密な調整の上に、保全と利用のバ

ランスがはかられる制度が発展することを望む。 

 
 ⑤ 海洋保護区に関する選好の差異 

日本では、特に漁業に負の影響を与えるような海洋保護区は受け入られないことが示さ

れた。では、日本で海洋保護区を導入するにあたり、どのように利害調整することが好ま

しいのであろうか。そこで、さまざまな属性をもつ人々の意識の差異を探る必要がある。 
本稿のサブサンプルでは、大まかに、①性別や年齢などの個人属性、②小笠原の訪問歴

といった「体で体験する」という視点、③海中環境に対する身近さといった「心で感じる」

という視点、④世界自然遺産候補地および国立公園、海中公園に対する制度の認知度とい

った「頭で知る」という視点に分けた。 
この結果から、個人属性では、属性間で意識の差が確認された。このことから、海洋保

護区の設置にかかわらず、制度の導入には利害調整および意思決定過程にはさまざまな属

性を持つ人々の意見を取り入れるべきである。この点、構成員の属性に特色のある NGO
や市民団体など取り込むことで、有意義な制度設計が達成される可能性がある。広く一般
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に海洋保護区を浸透させようと考えるならば、行政がトップダウンで定めてはならない。

このような個人属性が及ぼす影響を十分考慮に入れておき、時間をかけて利害調整を行う

必要がある。本稿で、異なる属性を持つ人々の意識を定量化できたことは、今後の海洋保

護区のあり方を検討する際の参考に値する指標になる。また、海洋保護区などの制度につ

いては、「体で体験する」、「心で感じる」以外に、「頭で知る」という制度の認知度の有無

が WTP を増減させるのに大きく影響した。これらのような「体で体験する」、「心で感じ

る」、「頭で知る」ということは、海洋保護区を有効なものとするために不可欠な地域住民

の選好を理解する一歩になる。 

 
⑥ 地域住民の選好の把握 
海洋保護区の設置は、法改正などで制度が整備されても、日本の沿岸に一律に設置され

るわけではなく、優先順位が付けられ、整備が進むであろう。指定された地域にはさまざ

まなステークホルダーが存在する。海洋保護区をしっかりとした土台に根付かせるために

は地域住民の理解や協力が不可欠である。したがって、いかに利害を調整するかという具

体的手法の課題は残されたが、直接利害を有しない人々が、地域住民の選好を把握するこ

とは極めて重要である。 

そこで、本稿の地域住民用アンケートで有意に得られた推計値と一般アンケートで得

られた各サブグループの推計値を比較したところ、小笠原への訪問歴があるグループ

の推計結果が、小笠原住民ともっとも近いＷＴＰを示した。続いて、小笠原住民と比

較的近い効用を示したのは、海中環境を大変身近に感じると回答したグループであっ

た。 

制度導入にあたり、直接の利害関係を有しない一般の人々が地域住民の選好を把握

することは難しい。このことは、本稿の結果からも浮き彫りになった。本稿の分析に

よって、海洋保護区の導入にあたり、利害関係を有しない人々が地域住民の選好を理

解するためには、当然ながら、現地へ直接赴くことがもっとも効果的であるといえる。

すべての海を訪れる必要はない。幸いなことに、日本は、地理的に海へのアクセスが

容易な環境にある。さらに、日本は南北に長く、北は流氷から南は温帯のサンゴ礁ま

で、さまざまな海や海洋生物に触れ合うことが可能である。また、実際に現地を訪れ

なくとも、地域住民の選好を理解する上では、人々が海洋環境をより身近に感じるこ

とも有効である。海との「関わり」という点は、海洋環境の保全意識を高める要因を

重複するので、改めて触れないこととする。 

いずれにせよ、「無関心」がもっとも制度の進展を阻む要因になることは推測でき

る。したがって、海洋環境の保全に大切なのは、一人ひとりが、さまざまな場所の海

を訪れ、地域住民の声に耳を傾ける姿勢を持つことだけではなく、行政や企業やＮＰ

Ｏなどのさまざまなアクターが、現在の海洋環境がどのような問題に直面しているの
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かという問題に真剣に向き合い、一人でも多くの人に海との接点を作り出すことによ

って、一人でも多くの人を海洋保全の取り組みに巻き込むことが、わが国の今後の海

洋政策に求められているのである。 

 

本稿において、東京都民は、小笠原の海洋生態系に対して、543 億円支払う意志を

示している。一方、小笠原における年間の漁獲高は、5 億 3200 万円である。仮に、小

笠原の海洋生態系を保全するために、漁業を禁止しても、東京都民はそれを賄う意志

が十分あることを意味している。このように、生態系の価値を便益として捉えること

で、海洋保護区が発展する可能性は示された。しかし、問題はさほど容易ではない。

われわれは、保全と利用とを天秤にかけたときに、漁業に影響を与えるような生息地

保全を求めていない。したがって、日本における海洋保護区は、漁業に影響を及ぼす

ものであるべきではない。そのために、まず、漁業者に対して、海洋保護区の有効性

を認識してもらい、理解と協力を地道に得ることが先決である。 

 

 最後に、本稿で残された課題を明らかにして、結びとしたい。 

第一に、TWTP を算出することで、市場では評価されない生態系の価値を可視化し、便

益として社会システムへ内部化される可能性を示したが、内部化するメカニズムまで具体

的に提示することができなかった。海洋保護区設置の必要性や妥当性も客観的に判断する

ためにも、今後、詳細な費用便益評価が課題として残されたままである。 
第二に、漁業に影響を与えない生息地保全政策がいかなるものなのか、どのように漁業

者へ理解と協力を得るのかということまでを含めた、日本型海洋保護区の具体的な提言ま

で至らなかった。これについては、漁業関係者の意識調査も必要となる。 
第三に、地域住民用アンケートを実施したものの、事例研究の対象となった小笠原住民

の選考を十分捉えきれなかった。今後、事例研究については、現地で情報収集を行うとと

もに、いかに多くの人々の協力を得るかが課題となった。 

 

以上 
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あとがき 

  

私は、まだ小笠原を訪れたことがない。言い訳をさせてもらえば、行くだけでの時間と

お金が非常にかかるためである。それに、仕事もしており、長期の休暇を取れなかった。

実際、行けば良かったと感じている。もっと、小笠原住民の声を直接聞きたかった。 

しかし、この研究については 2 年間の集大成として満足している。時間をもとに戻して

も、同じことをしていたであろう。論文の評価としては、改善の余地が十分残されている

が、自分にとっては大きな成果であった。この研究を通して、今まで自分の中にあった疑

問を明らかにすることができた上、海洋環境の保全をするために自分は何をすべきか、と

いう今後の活動の指針が明らかになったからである。 

過去を振り返ると、あまり自然とふれあう機会のなかった私が、環境学の道に進んだ理

由は、はっきりとはわからない。ただ一つ言えるのは、海洋環境の保全に関心を持ったの

は、今まで過ごしたひとつひとつのささいな日々があったからだということだ。一昨年、

イルカと泳ぎたいという一心で、ダイビングを始めた。魚が怖くて、膝下までしか海に入

ったことのない私の大きな転機だった。魚が苦手なダイバーは、海の世界は地上とは別世

界で、幻想的な空間に驚いた。この素晴らしい世界は、人間の手によって変えられてはな

らないと思うようになったのである。 

私は、心から、日本をはじめ世界に美しい海と多くの海洋生物が戻ることを望んでいる。

そして、近い将来、私たち人間が、海に生息する生き物を資源とだけ見るのではなく、同

じ地球にくらす仲間としてうまくつきあえる関係ができると信じている。 
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りあえなかったこともあり、ご紹介して頂いた松本俊信氏に御礼申し上げます。 

  

また、インターン先としてお世話になった野生生物保全論研究会（JWCS）の皆さまに貴

重な経験をさせていただいたことを感謝致しております。論文の土台となる「なぜ生態系

を守るのか」という視点について、実務を通してさまざまな経験をさせて頂く中で多くの

ヒントを頂きました。 

  

仕事との両立では、安藤康弘氏の多大なるご理解とご協力がなければ達成できなかった

と大変感謝致しております。また、生物多様性に関する仕事は研究を進める上でも非常に

勉強になりました。仕事から多くのヒントを得、研究で得られたことが今後の私の仕事に

対する原動力になると信じております。 

  

論文を完成させるにあたり、さまざまな面で支えとなって頂いた畠山朝子氏に深く御礼

申します。自分自身を把握する一歩を与えてくださり、物事のとらえ方についても教えて

くださったことは、今後も私の貴重な財産となるでしょう。 

  

最後に、同じ研究室にて切磋琢磨し、論文を進めてきた研究科の皆さまに御礼申し上げ

ます。 

  

この他にも、お世話になった皆さまに対しまして改めて深く感謝申し上げます。 
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資料２：南房総国定公園 勝浦現地調査報告   
2007 年 12 月 12 日 

勝浦海中公園地区（鵜原・勝浦集団施設地区） 
概要 
①位置：勝浦市古尾 
②面積：約 2.1ha（中心地区） 
③計画決定：ア．保護計画 第 2 種特別地域の指定 
        昭和 33 年 8 月 1 日厚生省告示 222 号 

        海中公園地区の指定 昭和 49 年 6 月 7 日 環境庁告示 41 号 
      イ．利用計画 集団施設地区の決定（位置） 
        昭和 33 年 8 月 1 日 
基本方針 

本地区は、黒潮を親潮の接点に位置し、房総のすぐれた海中景観を保有する勝浦海中公

園の保護を基調とした海洋性の野外レクリエーションエリアとする。 
集団施設地区とは 

園地、園路、駐車場及び宿泊等、公園の利用施設を総合的に整備するために、公園区域

内の適当な場所を選んで設定され、公園の利用の拠点になるものである。集団施設地域の

設定条件としては、多くの利用者を収容できること、災害から安全であること、衛生的で

あること、公共施設を作るのに有利な土地であることなどがあげられる。集団施設地区が

設定、整備されることによって、施設がいたずらに公園全域に散在することから生じる様々

な弊害をさけ、より効果的な公園利用をはかることができる。 

 
勝浦海中公園は（財）千葉県勝浦海中公園センターが管理している。 

 
以下、係長 渡辺智明氏の説明。 

まず、勝浦海中公園は、南房総国定公園海中公園地区とは別物である。海中公園地区は

サンゴ生息の北限ということから環境庁（当時）の支持の下に設定された（14.5ha）。自

然保護の観点から海中公園地区に指定されたが、漁業規制などは全く存在しない（海中公

園地区の海面図は別途参照）。 
一方、勝浦海中公園は、設置以前から鑑賞できる魚種の豊富さを確保するための新勝浦

市漁業共同組合との協定書を取り交わし、禁漁区を設けている。海中展望台を取り囲むよ

うに漁網禁止区域が指定され、展望台に近づくにつれ、エビ禁止区域、海女禁止区域が存

在する。補償金については、国や自治体からの補填はなく、財団法人が個別的に漁協と結

んで支払っているが、契約はほぼ永続的で補償額は安くないとのことである。年々来場者

数は減っているため、補償額の交渉も約 5 年前に一度行われ、来年度も見直しを迫る必要
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があるという現状である。なお、現在の来園者数は年間 16 万人であるが、開園直後の昭

和 56 年度の 60 万人に比べると減少しているのが顕著である。 
勝浦海中公園は、海中公園地区の指定後に建設されたが、建設の背景として当時の勝浦

市長の意向が強い。勝浦市鵜原の通称鵜原理想郷地先に自然公園法に基づき、海中公園が

指定された。昭和 52 年の（財）千葉県勝浦海中公園センター設立趣旨書によると、「千葉

県では地元と一致協力して海中公園地区を保護し、その背後の陸域を自然公園法に基づく

利用基地として整備し、鵜原理想郷が真に理想郷となれるような陸海一体とした外房にお

ける海洋性レクリエーション拠点とする南房総国定公園の公園事業を策定した。」と当時の

市長である山口吉喗の名で設立背景が記されている。  

 
全体的に漁獲高が減少しているということ、自然公園保護法に基づいて指定された海中

公園地区のモニタリングが出来ていないこと、また同地区が漁業資源の管理という点では

なんら役立たれていないこと、当初掲げていた鵜原理想郷との一体性が全く見られないこ

となど多くの問題を確認できたと思われる。 

 
 

 

自然公園法に基づく

海中公園地区 
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資料３：CVM 用プログラム 
# データの読み込み 

# 

dlist <- read.table("ogasawara.txt", header=TRUE)  

# 読み込んだデータリストからデータを切り分ける 

attach(dlist, warn.conflicts=FALSE)   

#データの名前の一覧 

cat("\n＜読み込んだデータの一覧＞\n") 

print(names(dlist)) 

#print(wtp) 

#print(res) 

# 

# 対数尤度関数 ll の構成 

# 

ll <- function(p){  #関数の始まり 

 z <- p[1]+p[2]*log(wtp)  

 fz <- 1/(1+exp(z)) 

#対数尤度を負の数にする（nlwam が最小化するため） 

 -sum(res*log(1-fz)+(1-res)*log(fz)) 

}  #関数の終わり 

# 

#初期値を与えて、最大対数尤度の計算、ヘシアンを出力する 

# 

out <- nlm(ll, p =c(0.1,-0.1), hessian = TRUE) 

# 

#出力準備 

# 

alabel <- c("Alpha","Beta") 

cat("\n＜CVM 結果の概要＞ \n\n") 

print(out)  #計算概要出力 

 

#出力を切り分ける 

attach(out, warn.conflicts=FALSE)  

sterr = sqrt(diag(solve(hessian)))  # 標準偏差の計算 

tval = estimate/sterr    #ｔ値の計算 

 

#出力形式のデータフレームの作成 

degreefree <- 50-2 

LstOut <- data.frame(Parameter=alabel, Estimated=estimate,St_Error=sterr,  

 T_value=tval,P_Value=pt(abs(tval),degreefree,lower.tail = FALSE)) 

cat("＜パラメータの推計結果＞ \n\n") 

print(LstOut)  #推計結果の出力 

#WTP の計算 

WTP <- exp(-estimate[1]/estimate[2]) 

cat("\n＜中央値 WTP 表示＞ \n\n") 

print(WTP) 

cat("\n※ 警告は無視してかまいません。 \n\n") 
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資料４：CVM フルモデル用 プログラム 
# データの読み込み 

# 

dlist <- read.table("fullmodel .txt", header=TRUE) 

# 読み込んだデータリストからデータを切り分ける 

attach(dlist, warn.conflicts=FALSE)   

#データの名前の一覧 

cat("\n＜読み込んだデータの一覧＞\n") 

print(names(dlist)) 

print(wtp) 

print(res) 

# 

# 対数尤度関数 ll の構成 

# 

ll <- function(p){  #関数の始まり 

 z<- 

p[1]+p[2]*log(wtp/1000)-p[3]*female-p[4]*age/10-p[5]*income/1000-p[6]*tokyo-p[7]

*oga-p[8]*sport-p[9]*job-p[10]*ngo-p[11]*compa-p[12]*study-p[13]*went-p[14]*heri

tage-p[15]*close-p[16]*park-p[17]*mpa-p[18]*kanto-p[19]*hoktouho-p[20]*chubu-p[2

1]*kinki-p[22]*chusiko-p[23]*kyuoki-p[24]*abroad 

 fz <- 1/(1+exp(z)) 

#対数尤度を負の数にする（nlwam が最小化するため） 

 -sum(res*log(1-fz)+(1-res)*log(fz)) 

}  #関数の終わり 

# 

#初期値を与えて、最大対数尤度の計算、ヘシアンを出力する 

# 

out<-nlm(ll,p 

=c(0.1,-0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,

0.1,0.1,0.1,0.1,0.1), hessian = TRUE) 

# 

#出力準備 

# 

alabel<- 

c("Alpha","Beta","Female","Age","Income","Tokyo","Oga","Sport","Job","Ngo","Comp

a","Study","Went","Heritage","Close","Park","Mpa","Kanto","Hoktouho","Chubu","Ki

nki","Chusiko","Kyuoki","Abroad") 

cat("\n＜CVM 結果の概要＞ \n\n") 

print(out)  #計算概要出力 

 

#出力を切り分ける 

attach(out, warn.conflicts=FALSE)  

sterr = sqrt(diag(solve(hessian)))  # 標準偏差の計算 

tval = estimate/sterr    #ｔ値の計算 

 

#出力形式のデータフレームの作成 

degreefree <- 802-24 
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LstOut <- data.frame(Parameter=alabel, Estimated=estimate,St_Error=sterr,  

 T_value=tval,P_Value=pt(abs(tval),degreefree,lower.tail = FALSE)) 

cat("＜パラメータの推計結果＞ \n\n") 

print(LstOut)  #推計結果の出力 

#WTP の計算 

#WTP <- exp(-estimate[1]/estimate[2]) 

#cat("\n＜中央値 WTP 表示＞ \n\n") 

#print(WTP) 

cat("\n※ 警告は無視してかまいません。 \n\n") 
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資料５：CVM パラメーター一覧 
 

パラメーター   

Female 女性（女性＝1、男性＝0） 

Age 年齢 ＊ただし、例えば 20 歳代の場合「25」と置換） 

Income 所得（万円）＊ただし、例えば 300 万円台の場合「350」と置換） 

Tokyo 東京都に住んでいる 

Oga 小笠原に住んでいる 

Sport マリンスポーツをよくする 

Job 海に関わる仕事をしている 

Ngo 環境に関わる NGO に勤務、またはボランティア活動をしている 

Compa 企業で環境に関わる業務を行っている 

Study 環境に関する研究を行っている 

Went 小笠原に行ったことがある 

Heritage 小笠原が世界自然遺産候補地にあがっていることを知っている 

Close 海の中を身近に感じる 

Park 小笠原が国立公園であることを知っている 

Mpa 海中公園地区という言葉を聞いたことがある 

Kanto 東京都を除く関東地方に住んでいる 

Hoktouho 北海道・東北地方に住んでいる 

Chubu 中部地方に住んでいる 

Kinki 近畿地方に住んでいる 

Chusiko 中国・四国地方に住んでいる 

Kyuoki 九州・沖縄地方に住んでいる 

Abroad 海外に住んでいる 
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資料６：「その他」の自由記述欄に記載された海中環境を身近に感じる理由 

 

スキューバーダイビングが趣味だから  (他 30 名） 

海や自然が好きだから （他 25 名） 

海の近くに住んでいる、いたから （他 18 名） 

仕事で海にかかわっている、いたから （他 11 名） 

小笠原に行った、小笠原が好きだから （他 10 名） 

沖縄によく行く、沖縄が好きだから （他 9 名） 

テレビ、写真などの映像でよく見るから（他 9 名） 

海で泳いだり、シュノーケリングの経験がある、好きだから （他 9 名） 

学校で習ったから （他 8 名） 

書籍、論文、インターネットなどから （他 6 名） 

サンゴなどの海の生き物が好きだから （他 5 名） 

昔行った海を思い出すから （他 4 名） 

同じ地球の一部だから （他 2 名） 

ニュースなどで海中の異常など報道しているから (他 1 名） 

水族館に行ったから （他 1 名） 

知識として知っているから （他 1 名） 

いつも潜っている海は伊豆なので蒼さが違うから 

トライアスロンをやっているから 

もうすぐモルディブへ旅行に行くから 

わからない 

汚い海には興味が無いから 

海は地球環境を維持する上で最も大切ファクターであり、特にリーフは海の環境のキ

ーでもあるから 

海洋汚染と観光業との関連を感じているから 

魚を食べるのが好きだから 

最近海に行ったから 

アクアラングをしていたから 

神津島でキャンプに行くから 

身の周りの自然だから 

先祖の出身地だから 

地元の海がきれいだったから 
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資料７：コンジョイント分析用 プログラム 
# データの読み込み 

# 

dlist <- read.table("conj_oga.txt", header=TRUE)  

# 読み込んだデータリストからデータを切り分ける 

attach(dlist, warn.conflicts=FALSE)   

#データの名前の一覧 

cat("\n＜読み込んだデータの一覧＞\n") 

print(names(dlist)) 

# 

 

# 対数尤度関数 ll の構成 

# 

ll <- function(p){  #関数の始まり 

v1<-exp(p[1]*fish1+p[2]*rec1+p[3]*shokyoku1+p[4]*sekkyoku1+p[5]*scale1+p[6]*

price1/1000) 

v2<-exp(p[1]*fish2+p[2]*rec2+p[3]*shokyoku2+p[4]*sekkyoku2+p[5]*scale2+p[6]*

price2/1000) 

v3<-exp(p[1]*fish3+p[2]*rec3+p[3]*shokyoku3+p[4]*sekkyoku3+p[5]*scale3+p[6]*

price3/1000) 

# 

# 

#選択順位の順に v を並び替える 

# 

 rk1   <- (rv1 ==1)*v1+(rv1 ==2)*v2+(rv1 ==3)*v3  

 rk01 <- (rv1 !=1)*v1+(rv1 !=2)*v2+(rv1 !=3)*v3  

 rk2   <- (rv2 ==1)*v1+(rv2 ==2)*v2+(rv2 ==3)*v3  

# 

#１位と２位の選択確率を構成 

# 

 vv1 <- (rk1 != 0)*log(rk1/(v1+v2+v3)+(rk1 == 0)*1)  

 vv2 <- (rk2 != 0)*log(rk2/rk01+(rk2 == 0)*1)  

  

# 

#対数尤度を負の数にする（nlwam が最小化するため） 
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# 

 -sum(vv1+ vv2) 

}  #関数の終わり 

# 

#初期値を与えて、最大対数尤度の計算、ヘシアンを出力する 

# 

out <- nlm(ll, p =c(-0.1,-0.1,0.1,0.1,0.1,-0.1), hessian = TRUE) 

# 

#出力準備 

# 

alabel <- c("fish","rec","shokyoku","sekkyoku","scale","price")  

cat("\n＜ランキングコンジョイント 結果の概要＞ \n\n") 

print(out)  #計算概要出力 

#出力を切り分ける 

attach(out, warn.conflicts=FALSE)  

sterr = sqrt(diag(solve(hessian)))  # 標準偏差の計算 

tval = estimate/sterr    #ｔ値の計算 

#出力形式のデータフレームの作成 

degreefree <- 66-2 

LstOut <- data.frame(Parameter=alabel, Estimated=estimate,St_Error=sterr,  

 T_value=tval,P_Value=pt(abs(tval),degreefree,lower.tail = FALSE)) 

cat("＜パラメータの推計結果＞ \n\n") 

print(LstOut)  #推計結果の出力 

estimate2 <- estimate/abs(estimate[6 ]) 

LstOut2 <- data.frame(Parameter=alabel, Yen=estimate2)  

cat("\n＜効用の価格\表\示：円＞ \n\n") 

print(LstOut2) 

cat("\n※ 警告は無視してかまいません。 \n\n") 
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資料８：小笠原住民による自由コメント 

 

性別 年齢 職業 自由記述 

女 50 代 その他 
将来、世界遺産の登録に伴う注目によって、企業・人口・

観光客などの流入などは困る。 

男 50 代 自営業 
一番大切なのは人のモラルであり、そのモラルをもつ人を

育てることだと思う。 

男 ＞60 代 その他 

島で生活できる基盤があって環境保護が実現できる。住む

人がいなければ海岸は流木や流れ着いたゴミでいっぱいに

なってしまう。自然を守るためには住民が必要で、自然と

共存するから環境が守られる。観光客は住民がいなければ

荒らすだけで自分の好きなことをして帰る。学者も調査は

しても保全はしない。入島規制も必要だが、教育が必要で

ある。研究の対象となった小生物も研究対象になったため

に絶滅してしまった。 

男 ＞60 代 その他 

医療に乏しい島で、内地への検査にでかけるのに苦しいで

す。滞在費など金銭の負担がとても大変です。飛行機があ

れば費用も少なくなると思います。空、海、環境を考えな

がら両立できる方法を見出していただきたいと思います。

海外においてもオーストラリアなどを参考にして、もっと

他国のやり方を勉強することはよいと思います。 

女 ＞60 代 自営業 
観光客の方にも、入島税を、自然保護に利用する為に徴集

すると、良いと思うのですが。 

男 ＞60 代 自営業 

 海に関してのいかなる規制でも漁業権との兼ね合いでこ

れからも不可能でしょう。いままでは漁業権が出てくると 

道理が引っ込む状態でした。 世界遺産に海洋部分を入れ

たら水泡に帰すでしょう。 

男 40 代 自営業 

確かに海洋環境に対する保護活動は、陸地に比べてかなり

鈍いですね。海中公園地区を設定してから現在まで、再調

査や見直しの回数はそれほど多くないのでは。３５年間父

島で生活していますが、沿岸の自然は住み始めた頃と比べ

ると悲しくなるくらい減少しています。今後村は、世界自

然遺産登録や空港建設などを起爆剤としてさらなる経済発

展を目論んでいるわけで、海洋環境への悪影響はこれまで
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の35年間よりも速いペースで進行してしまう可能性もある

と思います。やはり積極的な保護活動無しには、現状維持

さえも難しいのではないでしょうか。 

女 30 代 主婦 

本来なら、遺産として面倒な規制を残さなくても人間が謙

虚に自然と共存できればいいのですが…人はこういう形で

規制しないと個々人で気を使う事は出来ないので、私は遺

産としての意味より、遺産としたことによって島民、観光

客が自然へ配慮してくれる事を望むという意味で、遺産に

賛成する。だから、それ相応の環境重視の条例になってほ

しい。 

男 ＞60 代 自営業 

扇浦海岸にヨットやカヤックが置いてあるが環境に悪影響

を与え美観を損ねる。許可を出している官庁は小笠原の将

来を甘く見ており、世界遺産を表明する資格がないのでは

ないだろうか。 

男 30 代 その他 

個人的な意見としては、世界自然遺産になることは反対で

す。この世の中、何でも規制をかければいいという風潮に

若干の疑問をもっています。 

一人一人の人間としての向上が自然を守っていく一番のも

のだと思っておりますので。しかし、そう簡単にもいかな

いのがいまの世の中であり、規制も仕方がないとも思って

いますので、この問題は一概にはどうとは言えないと思い

ます。 

女 40 代 パート 特に問題なく暮らせている。 

男 20 代 その他 

今後、小笠原で生じうる問題の中で困るのは、海山を島民

がもっと里山的に使えなくなること。外の機関が色々な規

制をかけ、島民の持続可能な暮らし方の障害になりうる。

外来種ですら生態系の一部と考え、根絶よりも有効利用に

努力したい。命というものを考えるべきだ。また、漁・農

業は補助なしでは成り立たない位の現状なので、もっと島

内消費を前提に進めなければ未来は厳しいと思う。少なく

とも、魚は獲れるだけ獲って、内地に出荷しているので獲

れなくなって当たり前。島民が消費するくらいが自然との

バランスが取れていると感じます。機動船を大きくし、外

洋に長期間行くよりも、近海で小さな船で自分たちが必要
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な分だけ、いわば「足るを知る」ということを考えて欲し

い。 

男 50 代 自営業 

航空路問題について観光客の方は、島民の利便性や生活の

安定について理解をしていないように思う。立場の違いか

ら、と思いますが不便だけを村民に押し付けないで欲しい。 

男 20 代 会社員 

小笠原の漁業はメカジキ、マグロ等の収益性の高い遠洋性

の大型回遊魚が主な対象で、一方海中公園は沿岸域に設定

されるものなので、想定されるほどの利害対立は生じませ

ん。沿岸部に生息する漁獲対象動物については、厳しい漁

業規制（アカイセエビの漁業者以外の捕獲禁止・漁業者の

捕獲数管理、トローリングの禁止等）により、カサガイに

ついては文化財保護法による天然記念物指定等により比較

的良好な状態で保全されています。また、現状で一部海中

公園の指定箇所がありますが、海中公園内内外でそれほど

状況は変わらないので、海中環境の保全を目的として海中

公園を増設する必要性を感じません。 

女 20 代 公務員 

小笠原の海域の保全・保護を進めていくことはとても重要

で必要なことだと考えています。しかし、住民の意思なく

しての保全・保護は続かないし無意味になる可能性がある

と思います。それに「自然環境を守る=規制」となると大反

発が予想されると思います。 
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資料９：主な小笠原固有種 

 

 

アカイセエビ 

 

 

ミズタマヤッコ（メス） 
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オビシメ（メス） 

 

 
オビシメ（オス） 
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ミナミイカナゴ 
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<Summary> 

 
Marine Protected Areas (MPAs) is the one of the systems that attract attention globally, 

which is effective for conservation of the marine ecosystem. It is recognized that it is 
also useful for a method to achieve sustainable fishery. However, it may be said that 
there is no the ocean sanctuary to protect the ocean ecosystem when you survey MPAs 
established legally in Japan. 
We need the costs for setting and the maintenance of MPAs. Public people and 

community won’t accept MPAs if they can’t get the benefits outweighing the costs. 

Therefore, it is necessary to evaluate adequately the costs and the benefits from it. 
Generally we’ve considered only use value as the benefits. However, we shouldn’t   
overlook non-use value from MPAs. The purpose of this study is to calculate the value of 
ecosystem in MPAs with CVM and then count it as the benefits. In addition, I clarify by 
Conjoint analysis what kind of MPAs is required in Japan by quantifying the 
consciousness of people about MPAs. 
As a case study, I took up Ogasawara National Park and carried out questionary 

survey. As a result, I got the following results accompanied by the original purposes. 

 
First, why do we protect nature? Generally, we explain that the destruction of nature 
will attract human-being finally. This study shows that the respondent of 72% 
recognizes the existence value of nature. It suggests that the existence value receive 
wide recognition among us. 
Second, this study shows these factors raise the awareness of marine conservation: 

female, living in Tokyo, studying environmental studies, visiting Ogasawara and feeling 
close to the ocean. It is guessed that it is important to acquire physically the perceptible 

and concrete image through having some kind of "relationships" on the sea 
Third, it is estimated that value of marine ecosystem in Ogasawa is 54.3 billion yen 

for the citizens of Tokyo and 406.7 billion for the Japanese. In this way we’re able to 



catch the value of ecosystem as the benefits by quantifying the value of the ecosystem 
that hasn’t been evaluated in a market. 
Fourth, it develops that people show remarkable resistance for the decrease of the 

catch of fish with MPAs in Japan. In addition, it is demonstrated that it is hard to 
accept the habitat conservation system accompanied with the decrease of the catch of 
fish. 
Fifth, it is confirmed that every personal attributes has different consciousness for 

MPAs. Therefore, it is necessary to take every personal attributes in interest 

adjustment and decision making process. Also, the knowledge of the system affects the 
awareness of people, as well as the visit to the spot and the affinity to the ocean. 
Sixth, as a matter of course, this study shows that visiting the spot is the most useful 

for public people to understand the preference of local community on introduction of 
MPAs and feeling marine environment closer is also effective, even if you can’t visit the 
spot. 
 
Let’s go back to the original purpose. 

In this study, the citizen of Tokyo shows will to pay 54.3 billion yen for the marine 
ecosystem of Ogasawara. On the other hand, an annual catch of fish in Ogasawara is 
532 million yen. This means that they have will to pay enough even if fishery is 
prohibited to keep the marine ecosystem of Ogasawara. It shows that the possibility 
that MPAs will develop in Japan by quantifying the value of ecosystem as the benefits 
of MPAs. However, a problem is not very easy. When we compare conservation and 
utilization, we do not demand habitat conservation affecting fishery. Therefore, MPAs 
in Japan should not have an influence on fishery. Therefore, the most important thing 

is that we have fisherman recognize the effectiveness of MPAs to get their 
understanding and cooperation steadily. 

 



海洋生態系と海洋保護区に関する環境経済評価：小笠原国立公園を事例に 
 

上智大学大学院 地球環境学研究科地球環境学専攻 
  塚田 景子 

 
＜概要＞ 
１、背景 
海洋生態系の保全に有効であると国際的に注目されている制度の一つに海洋保護区があ

る。昨今、海洋保護区は、海洋生態系を保全する方法としてだけではなく、持続可能な漁

業を達成する方法としても有効であるとの認識が高まりつつある。しかしながら、日本に

おいて法的に定められた海洋保護区とよばれるものを鳥瞰してみると、海洋生態系を守る

ための海洋保護区は皆無に等しいといえる。 

２、目的 

海洋保護区の設定や維持には一定の費用を要するが、その費用を上回る便益がなけれ

ば、海洋保護区は人々や地域住民に受け入れられにくい。したがって、海洋保護区がもた

らす費用や便益を適切に評価する必要がある。これまで、われわれは、人間が利用でき

る価値しか便益とみなしてこなかった。しかし、海洋生態系から得られる便益には、非

利用的価値もあることを見過ごしてはならない。本稿は、海洋保護区によって守られる生

態系の価値についてCVMを用いて算出することによって、海洋保護区による市場では評価
されない便益を捉えることを目的としている。また、海洋保護区に関する人々の意識を定

量化することによって日本でどのような海洋保護区が求められているかについてコンジョ

イント分析によって明らかにする。 

事例研究として、小笠原国立公園を取り上げ、アンケート調査を実施した。その結果、

当初の目的に付随して以下のような成果を得た。 

３、成果 

 第一に、なぜ自然を守るのかという問いに対して、一般的には、自然を破壊することは

最終的に人間に跳ね返ってくるからと説明されることが多い。本稿では、海洋生態系を保

全する理由として、72％もの回答者が原生的な自然が存在するだけで意義があるという自
然の存在価値を認識している。海洋生態系の保全の起点には、われわれ人間が生態系その

ものの価値を認めるからという説明が、広く受け入られる可能性を示唆している。 
第二に、海洋環境の保全意識を高める要因は、女性であること、東京都に在住している

こと、環境について研究していること、小笠原への訪問歴があること、海中環境に対して

身近に感じていること関係している。保全意識を高めるには、海について何らかの「関わ

り」を持つことを通じて得られた知覚的、具体的表象を身体的に取得することが重要であ

ると推察された。 



第三に、CVMを用いて、小笠原（父島および母島）周囲１kmの海洋生態系の価値を算
出したところ、全国ベースでは約 4067億円、東京都ベースでは約 543億円という推計結
果を得た。このように、市場では評価されない生態系の価値を定量化することによって、

生態系の価値を便益として捉えることが可能になった。 
 第四に、コンジョイント分析により、日本では、海洋保護区に伴う漁獲高の減少に対し

て著しい抵抗を示すことが明らかになった。また、漁獲高の減少を伴うような生息地保全

は受け入れにくいことが実証された。 
 第五に、海洋保護区に対して、性別や年齢、職業などの個人属性ごとに意識の差が確認

された。したがって、制度の導入における利害調整および意思決定過程には、異なる属性

を持つ人々がより多く取り込まれる必要がある。また、海洋保護区などの制度については、

現地に訪れたり、海を身近に感じる以外に、世界遺産や国立公園などの制度の認知度の有

無が人々の意識に大きく影響を与えた。 

 第六に、海洋保護区の導入にあたり、利害関係を有しない人々が地域住民の選好を理

解するためには、当然ながら、現地へ直接赴くことがもっとも効果的であることが確認

された。また、実際に現地を訪れなくとも、地域住民の選好を理解する上では、人々が

海洋環境をより身近に感じることも有効であるが明らかになった。 

４、まとめ 

本稿において、東京都民は、小笠原の海洋生態系に対して、543 億円支払う意志を

示している。一方、小笠原における年間の漁獲高は、5 億 3200 万円である。仮に、小

笠原の海洋生態系を保全するために、漁業を禁止しても、東京都民はそれを賄う意志

が十分あることを意味している。このように、生態系の価値を便益として捉えること

で、海洋保護区が発展する可能性は示された。しかし、問題はさほど容易ではない。

われわれは、保全と利用とを天秤にかけたときに、漁業に影響を与えるような生息地

保全を求めていない。したがって、日本における海洋保護区は、漁業に影響を及ぼす

ものであるべきではない。そのために、まず、漁業者に対して、海洋保護区の有効性

を認識してもらい、理解と協力を地道に得ることが先決である。 

以上 


	修士論文
	Summary
	概要

