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第 1 章 序論  
 
1‐1 研究の背景  

 
昨今、我が国は食料や石油価格の高騰、世界的な株価の暴落に大きく翻弄され続けてい

る。我が国には、恵まれた水資源や国土面積の約 7割にも及ぶほどの豊富な森林資源が存
在する。それにもかかわらず、グローバル化が進んだ結果、日本の木材自給率は 2割程度、
食糧自給率は 4割程度となり、更に化石燃料などのエネルギーまでも、ほとんどを海外に

依存している状況となっている。そのため、我が国は世界情勢変化の影響を受けやすい状

態であり、資源・エネルギーの安全保障面を考えれば、この先持続可能な国であり続ける

ことは非常に難しいと思われる。 
 一方で、皮肉ではあるがそのグローバル化が引き起こした資源・エネルギー価格の高騰

や地球温暖化問題が契機となり、国内の資源、とりわけ廃棄されることになる資源を見直

し、資源やエネルギーとして利用する取組みが盛り上がってきている。食品廃棄物、家畜

の排泄物、稲わらなどの農作物非食用部や間伐材などの林地残材1、これらの有機性資源は

「バイオマス」と呼ばれており、物質としての再利用や、エネルギーとしてなど、様々な

方法での利用が試みられている。バイオマスは再生可能な資源であり、「温室効果ガス削減」

や「農山村・農林漁業の活性化」等にも寄与するという期待から、日本政府は力を上げて

その利活用を促進し始めているが、その中でも近年、食糧と競合せず、また農山村地域に

豊富に賦存する間伐材などの林地残材に注目が集まっている。 

 

 
図 1.1：主なバイオマスの発生量と利用状況の変化（農水省 HPより作成2） 

 
「バイオマス・ニッポン総合戦略」（2002 年 12 月閣議決定）では、バイオマス利活用を

                                                   
1 「林地残材」とは、山の手入れ（徐伐・間伐など）によって発生する枝条や間伐材などの残
材のこと。 
2 農林水産省[29]「主なバイオマスの発生量と利用状況の変化」 
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積極的に実施または計画している地域を「バイオマスタウン」と称して公表しているのだ

が、その約半分もの地域において間伐材を含む林地残材の利活用が計画されている3。また、

林野庁では、地球温暖化対策や森林整備の必要性から、間伐の実施や間伐材の利活用の普

及を目的として、平成 12 年度から毎年「間伐・間伐材利用コンクール」を行っており、
数多くの地域や企業が間伐材利活用方法を模索し、技術開発を進めている。 
ところが、間伐材の利用状況はその期待感とは裏腹に、ほとんど進展していない。図 1.1

には、2005年時点における各種バイオマスの発生量と利用率が示されている。ここからわ
かる通り、家畜排泄物、製材工場等残材、建設廃棄物、下水汚泥は高水準の利用率となっ

ており、食品廃棄物や農作物非食用部もそれぞれ低利用率であるが、利用が行われている

のに対し、間伐材を含む林地残材はほとんど利用が進んでいない現状であることがわかる。 
 それでは、なぜ間伐材などの林地残材の利活用は進展しないのか。その大きな原因とし

て「利活用に伴う費用が便益を上回る」ということが考えられる。確かに、農山村・農林

業の疲弊、世間的な認知度の低さ、技術の未発達等、他にも種々の原因は考えられるが、

やはり間伐材の利活用における初期投資の高さや、広く薄く分散して賦存する間伐材の収

集運搬の困難性により「費用が便益を上回る」ことが何よりの原因であると考えられる。 
そのように、間伐材の利活用が期待されている現状と進展しない現実の乖離に、筆者は

もどかしさを感じる。なぜなら、利活用が進展しない原因は費用が上回るという「経済面」

のみで考えられているからであり、期待されている「環境面」における効果がそこに反映

されていないからである。そこで、本研究では、そのように市場において考慮されていな

い便益（外部経済）を含めて、費用便益を明らかすることによって、間伐材利活用に対す

る真の効果を目に見える形で表すことを試みる。 

 
1‐2 研究の目的  

 
 このように、間伐材の利活用は「間伐材の利活用が進展していない」という現状であり、

その原因としては「間伐材利活用に伴うコストが高い」という背景が挙げられる。一方で、

その利活用は「資源・エネルギー自給率向上」、「温室効果ガス削減」や「農山村・林業の

活性化」などの効果が期待されている。更に、間伐材利活用を、その原料採取の段階から

見れば、「間伐」による森林整備の効果までもが期待されており、多くの地域において、間

伐から間伐材利活用に至るまでの計画が構想されている。 
 そこで、本研究では、間伐から間伐材利活用に至るまでの計画（以下「間伐材利活用計

                                                   
3 2008年 12月 31日時点において 159もの市町村等がバイオマスタウンに認定されており、
その内 78の地域が間伐材などの林地残材の利活用を計画している。その計画は「バイオマス
タウン構想書」に公表されており、地域内の関係者との連携による、原料採取から利用の段階

までの計画が記載されている。 



 3 

画」と定義）を事例とし、その費用便益を「環境面」も含めて分析することとする。その

際、上述した間伐による森林整備の効果や温室効果ガスの削減効果を環境経済評価等によ

って貨幣換算し、それらの便益を含めて費用便益分析を行う。分析では、「間伐材利活用計

画において環境影響が考慮されれば便益が費用を上回る」という仮説を基に、費用便益を

明らかとすることを試みる。その結果から間伐材利活用計画における課題点や可能性を見

出し、当計画の促進に影響を及ぼし得る示唆を与えることが、本研究の目的である。 

 
1‐3 研究方法  

 
 本研究の目的は、以下の三つの段階・方法によって達成される。 
第一段階は、間伐による森林整備の効果、つまり「森林の多面的機能」の向上がもたら

す効果を定量的に把握することである。ここで言う「間伐」とは無間伐林の間伐のことで

あり、森林の多面的機能とは、森林が有する生態系を保全したり大気や水を浄化したり、

土壌崩壊を防いたりする機能のことである（本稿「第 2 章」にて詳しく説明）。手入れの
されていない森林において、それらの機能が間伐によってどれだけ向上するのかをこの段

階で定量的に把握する。第二段階において「コンジョイント分析」という環境経済評価の

手法を用いて間伐の効果を貨幣価値にて明らかにするのであるが、それには定量的な効果

のデータが必要となる。そのため、第一段階ではまだ貨幣換算は行わず、先行研究におけ

るデータを基に間伐の定量的な効果を明確にすることに留まる。これは、本稿第 2章にて
明らかにされる。 
第二段階は、環境経済評価手法である「コンジョイント分析」を用いて、第一段階にて

定量化した「間伐による森林の多面的機能向上の効果」を貨幣価値によって明らかにする。

コンジョイント分析では、アンケート調査で人々の選好を尋ねることによって、各効果の

1 単位増加あたりの価値を換算することとなる。そして、その評価された 1 単位あたりの

各効果の価値を、間伐の実際の効果に適用する事によって、「間伐による森林の多面的機能

向上の便益」が貨幣価値によって明確にされる。この分析は、本稿第 3章にて行われる。 
最後の第三段階では、ある「間伐材利活用計画」を事例として、その「間伐」から「間

伐材利活用」に至るまでの「経済面」と「環境面」における費用便益を分析する。その計

画の事例としては、東京都あきる野市の「あきる野市バイオマスタウン構想」での間伐か

ら間伐材利活用の計画をモデルとする。本計画をプロセスごとに分け、各段階における経

済影響や環境影響を算出するが、「間伐」による環境影響はコンジョイント分析で算出した

ものを用い、また、間伐材をエネルギー利用することによる「化石燃料代替分」の環境負

荷低減効果も含めて算出することとする。そして、「間伐材利活用計画において間伐の効果

を含む環境影響が考慮されれば便益が費用を上回る」という仮説を立て、立証していく。

この分析については本稿第 4章にて説明する。 
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1‐4 研究の意義  

 
 以上のように、本研究では間伐材利活用計画における環境影響を考慮した費用便益を明

らかにし、その便益が費用を上回るという仮説の立証を試みる。その結果から考察を加え、

間伐材利活用計画の実施を促す考案を示すことを目的として分析を行う。先行研究として、

日本学術会議の「地球環境・人間生活にかかわる農業および森林の多面的な機能の評価に

ついて」にて森林の多面的機能を貨幣価値にて評価した例は存在するし4、間伐の森林に及

ぼす効果を対象としたものは数多く存在するのだが、間伐の効果が貨幣価値にて評価され

た研究は見当たらない。また、小澤（2007年）による間伐材の採取から利活用に至るまで
の費用の試算や5、中村ら（2006 年）により間伐材の採取から利活用に至るまでの環境コ
スト評価の研究事例はあるが6、「間伐による環境影響」を含めた分析はこれまでに例が無

い。それでは、本研究により間伐材利活用計画の費用便益が表されることは、どのような

意義があるのか。以下の三つが考えられる。 
 一つ目は、間伐による森林の多面的機能向上がもたらす効果を貨幣価値にて表すことに

より、間伐の実施等に関する議論が具体的に行われるようになることである。つまり、こ

れまでは間伐の効果を目に見える指標で表された事例が無かったために、間伐のメリット

が抽象的にしか語られなかったが、本研究によって間伐の便益が示され、それを基に費用

と比較できるようになる等、具体的な議論が交わされるようになることが期待できる。 
二つ目は、「間伐」と「間伐材利活用」に伴う費用便益を、「間伐材利活用計画」として

一体的に見ることにより、「間伐材利活用では費用が便益より上回る」という見方を逆転さ

せることである。間伐材利活用が進まない原因としてはその費用が問題であると述べたが、

本研究で間伐の効果も含めた分析で、もし仮説が立証され便益が費用よりも上回るという

ことが明らかになれば、間伐材利活用が見直され、実施が促進されることが期待できる。 
 三つ目は、仮説が立証されないとしても、間伐材利活用計画における改善方法に関する

考察や議論ができるようになることである。本研究によって間伐から間伐材利活用までの

プロセスごとや、経済的効果と環境的効果別に費用便益が目に見える形で表されることに

よって、間伐材を利活用するまでのどの部分に問題があるか等、課題点が発見できるよう

になる。それにより、どのようにすれば間伐材利活用における便益を高め、費用を下げら

れるかなどの改善方法に関する考察や議論ができるようになる。 
 その結果、間伐材利活用の促進に影響を及ぼすことができ、「資源・エネルギー自給率向

上」、「地球温暖化の防止」、「農山村の活性化」、「林業の活性化」などに寄与することが期

待される。 

                                                   
4 日本学術会議[20]（2001年） 
5 小澤[8]（2007年） 
6 中村ら[19]（2006年） 
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第 2 章 森林の多面的機能と間伐  
 

 本研究では、最終的に間伐から間伐材利活用に至るまでの費用便益を分析する。しかし、

そもそも間伐によって実際に外部経済効果が生じるのか、またそれは定量的な評価が可能

なのか、という疑問が存在する。そこで、本章ではまず間伐の今日的意義を概説し、次に

「森林の多面的機能」に関して詳しく説明する。そして最後に、先行研究を基にその実質

的な効果である「森林の多面的機能の向上」について論じ、コンジョイント分析に適用さ

せるための各機能別における定量的な間伐効果を明らかにする。 

 

2‐1 間伐を取り巻く現状  

 
 ここでは、国内における森林の現状と、間伐が不足している背景や間伐に対する期待に

ついて説明する。 
 我が国は国土の約 3分の 2を森林が占める世界有数の森林国である。そして、その豊富
な森林は、生態系の保護や大気・水質の浄化などの多面的な機能（以下「森林の多面的な

機能」）を持っており、我々の生活に必要不可欠な役割を担っている。しかし、国内の森林

面積約 2500万 haの内、人工林はその約 4割のおよそ 1000万 haであるが7、その内の約

4割である 400万 haもの森林において間伐が必要であると言われている8。 
 それでは、なぜそれだけの森林が間伐不足の状態になってしまったのか。その根本的な

原因は林業の衰退にあると考えられる。戦後、国内の木材需要の高揚を見越して、全国の

山林で人工林の造林が進められてきた。しかし、60年代に丸太関税の全廃が行われ、それ
を契機として外国産材の輸入が急速に進み、国産材と比べて安価になっていくにつれて当

初の目論見とは異なり国産材に対する需要が低下していった9。そうすると、木材による収

益が見込めなくなるために、国内人工林に間伐などの手入れを施すインセンティブが失わ

れる。間伐は本来、過密になってきた人工林を間引くことにより、残存木を成長し良質な

木材を生産する目的として行われる施業だからである。そうして、間伐が不足した人工林

が増え、結果的に荒廃した森林が増加していったわけである。 
しかし、現在はそのような森林荒廃の進展が危惧され、また、間伐による二酸化炭素吸

収量増加の効果が期待されていることも相まって、我が国では間伐が推進され始めている。

2008年 5月には、京都議定書における森林吸収量の目標を達成する目的で、「森林の間伐
等の実施の促進に関する特別措置法」が公布され、2012年までの集中的な間伐の実施が促

                                                   
7 林野庁[31]「我が国の森林資源の現況」 
8 EICネット[43]（2003年 7月 31日掲載） 
9 有永ら[3]（1988年）,p10 
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進されている10。また、本稿第 1 章で述べたように、地域単位で間伐から間伐材利活用の
計画を構想または実施している市町村も増加している。 
このように、森林の健全化や地球温暖化対策、また地域活性化の意味においても間伐の

重要性は高まってきている。 

 
2‐2 森林の多面的機能  

 
 本章では間伐による森林の多面機能向上について述べるが、その前に本節では森林の多

面的機能について説明を加え、各機能に対する国民の期待を把握する。 

 

機能の区分 機能の種類 

生物多様性保全 遺伝子保全 生物種保全 生態系保全 

地球環境保全 
地球温暖化の緩和（二酸化炭素吸収、化石燃料代替エネルギー） 

地球の気候の安定 

土砂災害防止/土壌保全 
表面浸食防止 表層崩壊防止 その他土砂災害防止 

雪崩防止 防風 防雪 

水源涵養 洪水緩和 水資源貯留 水量調節 水質浄化 

快適環境形成 
気候緩和 大気浄化 

快適生活環境形成（騒音防止、アメニティー） 

保健・レクリエーション 療養 保養（休養、散策、森林浴、行楽、スポーツ） 

文化 
景観・風致 芸術 宗教・祭礼 伝統文化 地域の多様性維持 

学習・教育（生産・労働体験の場、自然認識・自然とのふれあいの場） 

物質生産 木材 食糧 工業原料 工芸材料 

表 2.1：森林の多面的機能（「地球環境・人間生活にかかわる農業及び森林の多面的機能の評価

について（答申）」より作成11） 

 
 まず、森林の多面的機能について概説する。表 2.1には、森林の多面的機能が 8つの分
類に区分され、各機能における種類が表示されている。その中でも本研究に関係が深い「生

物多様性保全」、「地球環境保全」、「土砂災害防止/土壌保全」、「水源涵養」の各機能につい
て、以下説明を加える12。 

 

                                                   
10 2007年からの 6年間で 330万 haの間伐を目標としている。時の法令第 1818号[17]（2008
年）,pp50-52 
11 日本学術会議[20]（2001年）,p15 
12 同上,pp75‐79 



 7 

・生物多様性保全機能 
森林生態系は樹木を中心とする生物群集とそれを取り巻く無機的環境（大気・水・光・

土壌などの環境）からなり、森林は多数の植物種、動物種、菌類の生息地となっている。

また、森林は無機的環境の違いにより様々なタイプの構成が存在し、それによって遺伝子

レベル、種レベル、生態系レベルの生物多様性を保全している。 

 
・地球環境保全機能 
 森林は、光合成の作用により二酸化炭素を吸収することにより地球の炭素循環において

重要な役割を担っており、また、蒸発散作用により気候を安定化させたりしている。 

 
・土砂災害防止機能 
森林は下層植生や落枝落葉が地表の浸食を防いだり、地中に根を張り巡らすことにより

土壌の崩壊を防いだりする機能を有している。また、森林植生の存在そのものが土砂流出

や雪崩、強風を防いでいる。 

 
・水源涵養機能 

森林の土壌は、地表の落葉や地中の根などの活動により、スポンジのように隙間がたく

さんある構造になる。この隙間に水を蓄え、それによって水の流出時間は調整され、洪水

を緩和したり、乾燥期における水不足を緩和したりする働きを有している。また、その流

出の過程で汚染物質を濾過、吸着することにより水質を浄化する機能も有している。 

 
 その他にも森林は、快適な環境を形成したり、保養や行楽の場や学習・教育や文化的な

場として利用されたり、木材などの資源を生産したりする機能も有しており、我々の生活

に不可欠であることが確認できる。 

次に、それらの機能に対する国民の期待を、内閣府が 2007 年に行った「森林と生活に
関する世論調査」の調査結果を基に概観してみる（図 2.1参照）。それによると、国民が期
待する森林の機能の一位は、「地球環境保全機能」で、2 位は「土砂災害防止機能」、3 位
が「水源涵養機能」となっている。また、4位が「快適空間形成機能」、5位が「保健レク
リエーション機能」、6位が「生物多様性保全機能」と続いているのだが、筆者はその 3つ
の機能の中で、「生物多様性保全機能」の方が重要であると考える。その理由は、森林生態

系が保全されることによって、初めて以上の多面的な機能が発揮されるからである。 
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図 2.1：森林に期待する機能（2007年「森林と生活に関する世論調査」より作成13） 

（※回答者数 1827人、一人 3つまでの回答による結果の割合である。） 
 
したがって、次節ではその重要性を鑑みて「生物多様性保全機能」と、上位 3位までの

「地球環境保全機能」、「土砂災害防止機能」、「水源涵養機能」のそれぞれについて、間伐

によってどのような変化があるのかを考察する。 

 
2‐3 間伐による森林の多面的機能向上の効果  

 
 前節にて、森林の多面的機能について説明し、その重要性を考察したが、本節では、そ

のような機能を間伐によって向上させることが可能であるかということと、その定量的効

果はいかほどのものなのかについて考察する。これまでの先行研究では、森林の多面的機

能の評価は 2001年に日本学術会議によって貨幣評価にて行われた例などがあり14、また、

間伐による森林の植生や土壌への影響に関する調査・研究も多数行われてきた。しかし、

大原（2007年）による調査によると、間伐が水源涵養機能に及ぼす影響に関してはまだあ
まり明らかになっておらず、また、2001年の林野庁の調査報告においても間伐と水源涵養
機能の関係があまり明らかとなっていないことや、土壌に対する影響も未発達であるとい

うことが指摘されている15。そのように研究が未発達な現状を踏まえた上で、これまでの

実証や評価により表されたデータを基に、間伐による森林の多面的機能がもたらす定量的

な効果を明らかにすることを試みる。以下、「生物多様性保全機能」、「土砂災害防止機能」、

「水源涵養機能」、「地球環境保全機能」の順に、考察や分析を交えながら説明する。 

 

 
 
                                                   
13 内閣府[28]「森林と生活に関する世論調査」 
14 日本学術会議[20]（2001年） 
15 林野庁[25]（2001年） 
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2‐3‐1 生物多様性保全機能の向上  

 
（1）植生種数の増加  

  
 まずは、間伐による「植生種数の増加」の効果を鈴木ら（1988年）による実証調査を基
に説明する16。「植生種数の増加」は、生物多様性増加の一つであると考えられるため、森

林の多面的機能の内｢生物多様性保全機能｣に該当する影響であると言える（本稿「2‐2」
参照）。本調査は茨城県笠間営林署管内の 32年生のヒノキ人工林にて行われ、当林内では

1982 年と 1985 年に材積率で 30％の間伐が行われた。以下、本調査研究が実証した間伐
による林内環境の変化を概説する。 
一般的に、針葉樹や広葉樹が混在した森林群落は、上層から下層に至るまで太陽エネル

ギーが効率的に利用されるため林床植生も良く発達のであるが、間伐がされていない人工

林の場合は上層林冠の閉鎖が強く林床の光環境が悪いため、林床植生は貧弱となる。図 2.2
には本調査の調査森林における 1982年から 2度の間伐を経た 1987年までの相対照度（光
を妨げる物が無い場所を 100％とした林床に到達する光の度合い）の変化が示されている。 

 

 
図 2.2：間伐前後の林床の相対照度の変化（出典「間伐による林内植生の変化」17） 

 
図 2.2の縦軸は相対照度であるが、これを見ると間伐を行った 1982年と 1985年に相対照
度が高まり、その後減少に転じていることがわかる。つまり、林内植生の発達に伴って林

冠が閉鎖し、徐々に林床に到達光は減少するのだが、間伐により樹冠が開け、林床に到達

する光は増加するということがわかる。 

                                                   
16 鈴木ら[13]（1988年） 
17 同上,p90 
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図 2.3：間伐後の植被の回復状況（出典「間伐による林内植生の変化」18） 

 
また、図 2.3 は、間伐後の林床植生の回復状況を植生被度（植生による林床の被覆率）

で示したものである。間伐直後の 1983 年には植生被度は低かったのが、年月を経るにつ
れて向上していることがわかる。その植生被度の推移を数値化したものに、植生種数増加

の推移を加えて表にしたものが表 2.2である。 

 

 1983 年春 1983 年末 1984 年 1985 年 1986 年 1987 年 

植生被度  8% 24% 35% 69% 69% 

植生種数 23 種 41 種 46 種 54 種 57 種 55 種 

表 2.2：間伐後の植生被度と植生種数の推移（「間伐による林内植生の変化」を基に作成19） 

※本調査では 1982年の状態を調査しなかったため、1983年の春からの推移となっている。 

 
表 2B から、具体的な植生被度と植生種数の推移が読み取れるが、間伐直後である 1983
年春から 1986年まで植生被度・種数それぞれ増加したことが把握できる。1987年にはピ
ークに達し、その後林冠の閉鎖によってそれぞれ減少に転じたのであるが、間伐によって

                                                   
18 同上,p93 
19 同上,pp92-93 
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植生が増加し、共に種数も増加したことが本調査において実証されたのである。 

 
（2）植生種数増加の定量的効果  

 
 間伐によって林床に到達する光量が増え、植生が発達することが確認できたが、ここで

はその定量的な効果を明らかにする。上記の調査における植生種数の増加の推移も定量的

な効果であるが、ここでは本稿第 3章におけるコンジョイント分析への適用に、より望ま
しい植生種数増加の定量的な効果のデータを考えたい。本コンジョイント分析では、間伐

による効果を間伐されていない森林（以下「無間伐林」）と比べてどれだけの違いがあるの

かを分析する。そのため、間伐による植生種数の一時的な増加度合いより、間伐実施林と

無間伐林における恒常的な差が把握できることがより望ましいと思われる。 
 そこで、下田ら（2001年）による状態の異なる人工林における林床植生の違いが調査さ
れており、それを参照することとする20。本調査は 1998 年から 1999 年にかけて奥多摩、
高尾、丹沢、足柄、鎌倉におけるスギ・ヒノキ人工林を調査地として行われた。なお、そ

れらの調査地における人工林を、手入れが施されていない人工林と、林冠が疎開して林内

の明るい人工林と区別して調査が行われている。それによると、それぞれの平均林床植生

種数は林冠が鬱閉した人工林にて「49.1 種」、二次林においては「60.0 種」と調査され、
「約 11 種」の違いがあることが明らかにされた。この値は間伐林と無間伐林における植
生種数の差であると解釈でき、本稿における間伐による植生種数増加の定量的な効果とし

て適用することとする。 

 
2‐3‐2 土砂災害防止機能の向上  

 
（1）土壌流亡量の減少  

 
次に、森林の多面的機能の一つである「土砂災害防止機能」（本稿「2‐2」参照）の向

上に関わる間伐による影響の例として、「土壌流亡量の減少」に関する実証調査を取り上げ

ることとする。間伐などの手入れがされていないために過密になった人工林の土壌は植生

が貧弱であり、根っこの働きが弱くなるため、土砂災害の原因である土壌流亡や土壌崩壊

が起こりやすくなっていると言われている。 
 その根拠として、伊藤ら（2007年）による調査報告を例とする21。本調査は静岡県富士

山麓にある東京農業大学富士農場の近隣における 40 年生ヒノキ人工林を調査地として、

2005年 6月～11月、2006年 6月～8月の 2度に渡って行われたものである。間伐度合い
                                                   
20 下田ら[12]（2001年） 
21 伊藤ら[4]（2007年） 
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により植被率（林床を植生が被覆している度合い）が異なる調査地ごとに土砂受け箱（流

亡した土砂を溜める箱）を設置し、その植被率と土壌流亡量の関係を示したものが以下の

図 2.4である。 

 

図 2.4：間伐区における年平均植被率と年平均土壌流亡量の関係（出典「間伐が土壌流亡に及ぼす影響」22） 

 
当図の縦軸が土壌流亡量であり、横軸が植被率である。これを見ると、植被率が高いほど

土壌流亡量が減少する傾向にあることが読み取れる。そして、このことはスギ人工林にお

いての調査においても同様であったと報告されている23。本稿「2‐3‐1（１）」にて示し
たように、間伐により林床に光が届きやすくなり、下層植生が増加し植生被覆率も増加す

ることが鈴木ら（1988年）によって実証された。つまり、間伐によって植被率が高まる事
は、同時に土壌流亡量を減少させているという関係が成り立つことが明らかとなったと言

える。 
このように、間伐により植生が林床を被覆し、それによって土壌流亡量が減少すること

がわかったが、このことは土砂災害を減少させる要因となり得るため、間伐が土砂災害防

止機能の向上に影響を及ぼしている可能性が認められる。 

 
（2）土砂災害リスク減少の定量的効果  

 
 ここでは、間伐による「土砂災害防止機能の向上」を定量的な値として表す目的として、

土砂災害リスク減少の効果を明らかにしてみる。平成 12 年に「崩壊発生斜面の地形・地
質・林況等に関するアンケート調査結果」という調査が行われた24。当調査では、全国に

おける林地崩壊地を対象として崩壊地における間伐の有無等が、896 もの有効データによ
って報告されたのだが、そのデータから、間伐実施林分の方が、無間伐林分より崩壊発生

                                                   
22 同上 
23 同上,p113 
24 林野庁[25]（2001年）,p95 
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率が約 64％少ないということがわかった。しかし、この林地崩壊発生率の減少がどれだけ
土砂災害を減少させているのかについて、以下考察を交えて分析した。 

 
 土砂災害には「土石流」、「がけ崩れ」、

「地滑り」の 3種類が存在し、それぞれ
の発生件数は表 2.3 の通りとなっている。
これは、平成 12年～19年の各土砂災害
の人的被害数と家屋損壊数を合計した件

数であるが、それぞれの発生件数の平均

からおよその発生割合を算出すると、土

石流が 16％、がけ崩れが 19％、地滑り
が 65％となる。そして、岩松（2004年）
は土石流の大部分の要因は斜面崩壊によるとしている26。一方、森林の根は地滑りが起こ

る滑り面にまで達しているため地滑りの防止機能はあり得るが27、定量的なデータが無い

ため地滑りの防止機能は計れない。また、がけ崩れは急傾斜地の崩壊であるから、間伐に

よってその防止機能が増加するとは考えられにくい。以上のことから、間伐が土砂災害防

止に影響を及ぼしていると考えられるのは 3種類の土砂災害の内「土石流」の防止のみで
あり、「斜面崩壊」を「林地崩壊」と同じである前提で考えると、土砂災害が発生する確率

の減少（以下「土砂災害リスクの減少」）は以下のような式で表す事ができる。 

 
間伐による土砂災害リスクの減少＝土砂災害における土石流の発生割合×間伐による林地

崩壊減少率 

 
ここで、「土砂災害における土石流の発生割合」は 16％であり、「間伐による林地崩壊減少

率」は 64％のため、以上を計算すると「間伐による土砂災害リスクの減少」は「10％」（小
数点以下四捨五入）と算出される。この値は間伐による土砂災害リスク減少の定量的効果

として考える事ができる。 

 
2‐3‐3 水源涵養機能の向上  

 
（1）水資源貯留能力の向上  
 ここでは、間伐による水源涵養機能の向上について論じるが、それに関する研究はまだ

                                                   
25 国土交通省砂防情報室[34]「土砂災害情報」 
26 岩松[6], p.117-121 
27 林野庁[25]（2001年）,p72 

 土石流 地すべり がけ崩れ 

平成 12 年 180 件 137 件 291 件 

平成 13 年 48 件 96 件 365 件 

平成 14 年 46 件 218 件 275 件 

平成 15 年 57 件 128 件 712 件 

平成 16 年 565 件 461 件 1511 件 

平成 17 年 158 件 173 件 483 件 

平成 18 年 169 件 215 件 1057 件 

平成 19 年 129 件 162 件 675 件 

8 年間平均 169 件 199 件 671 件 

表 2.3：平成 12 年～19 年の土砂災害発生件数 

（国土交通省砂防情報室 土砂災害情報より作成25） 
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始まったばかりであると言われている。そのような現状であるが、これまでの水源涵養機

能に関する調査の中で、その機能の一つである「水資源貯留能力」に関わる調査があるた

め、それを基に説明する。 

 
図 2.5：除間伐後による粗孔隙率の経年変化 

（「災害に強い国土づくりのための間伐方法に関する調査報告書（第 4節）」より抜粋） 

 
林野庁の「災害に強い国土づくりのための間伐方法に関する調査報告書（第 4 節）」で

は、「粗孔隙」の変化によって除間伐（森林の保育作業である除伐と間伐の両方）が森林に

及ぼす影響を説明している28。「粗孔隙」とは森林土壌中にある隙間の中でも特に水資源を

貯留するのに適した大きさの隙間のことであり、森林の水源涵養機能に強く関与しており、

そして、「粗孔隙率」とは土壌中の粗孔隙の割合のことであるが、図 2.5には間伐後の粗孔
隙率の経年変化が示されている。縦軸が粗孔隙率であり、横軸が森林の植栽後からの経過

年数である。これを見ると、森林の植栽後 10 年あたりまで粗孔隙率が徐々に増加してい
き、それから約 10 年間同じ率が維持されるのだが、もし除間伐が施されなければその後
減少に転じることが表されている。しかし、除間伐が施されれば、その約 10 年後に減少
に転じていたはずの粗孔隙率が再び増加し、維持されることが見て取れる。粗孔隙率が増

加することは、水資源を貯留できる量が増加することを意味するので、間伐によって水資

源貯留能力が向上すると解釈することが可能である。 

 
（2）水資源貯留能力向上の定量的効果  

 
 上述したように、間伐によって水資源貯留能力が向上すると考えられるのだが、それに

よる定量的な効果は、「①洪水時流量の減少」と「②利用可能水量の増加」の二つが先行研

究によって表されている。以下それぞれ説明する。 

 

                                                   
28 林野庁[25]（2001年） 
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①洪水時流量の減少 

 
 まずは、洪水時流量の減少についてであるが、これは洪水時において河川に増水する部

分の流量であり、森林の水資源貯留機能によるものである。林野庁公益的機能研究会（1985
年）では、日雨量 250mm程度のことを想定した洪水時流量について、適切に間伐された
針葉樹林（スギ林とヒノキ林）と間伐が遅れていて過密になった針葉樹林（間伐の遅れの

人工林）とを比較し、その違いを評価した29。それによると、洪水時流量は、適切に間伐

された森林と比べて、間伐が遅れているスギ人工林の場合は 1.2 倍、ヒノキ人工林の場合

は 1.3 倍多いと評価されている30。この間伐が遅れている両人工林の洪水時流量の増加率

である 1.2倍と 1.3倍の中央値を取って「1.25倍」であるとし、これが間伐された状態に
なったとする。そうすると、適切に間伐された人工林と比較して洪水時流量は「1/1.25」
となり、これは「80％｣と表すことができる。したがって、間伐による洪水時流量の減少
は「20％」であると推計される。 

 
②利用可能水量の増加 

 
間伐により、水源貯留能力が向上することは、ダムにおける貯水量にも影響し、我々の

利用可能水量が増加するという研究がある。上述したように、間伐遅れの人工林は洪水時

の増水量が多いため、洪水を調節するために設けられたダムの容量を増やす必要が出てく

る（洪水調節容量の増加）。また、間伐遅れの人工林は土壌流亡量が多いため（本稿「2‐
3‐2（１）」参照）、ダムに砂が溜まる（堆砂量の増加）。その結果、ダムの「利用可能水
量」が減少してしまう。 

 
図 2.6：森林整備による利用水量の変化（「応用山地水文学」より）31  

 
そのような仕組みにより、荒廃森林が 25％程度の流域に間伐などの森林整備を施すことに
よって、「利用可能水量」が約 1.3倍増加するというシミュレーション結果がある（図 2.6）。

                                                   
29 林野庁公益的機能研究会[26]（1985年） 
30 同上,p14 
31 山口[24]（1996年）より 
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この荒廃森林とは、間伐などの森林整備が遅れたことによって荒廃した人工林であると考

えられ、このような人工林の間伐は利用可能水量を 1.3 倍増加させるという定量的効果が
あると解釈できる。 

 
2‐3‐4 地球環境保全機能の向上  

 
間伐による森林の地球環境保全機能の向上に関しては、「二酸化炭素吸収量の増加」が例

として挙げられる。森林総合研究所は、全国２１ヶ所の試験林において無間伐林と間伐林

を比較して実験を行った結果、間伐林の方が最大で１５％以上も成長し、その分二酸化炭

素を吸収していたという研究結果をまとめた32。これは、無間伐林に間伐を施すことによ

って、森林が吸収する二酸化炭素の量が増加するということを意味する。 
 この二酸化炭素吸収量の増加に関する定量的なデータとしては、林野庁によって「人工

林の間伐 1haあたり二酸化炭素 1.35t-C（炭素換算）の削減効果」という試算結果がある33。

これを炭素換算から CO2に換算すると、換算係数は 44/12 であるから、それを乗じると
4.95t-CO2/haとなる。つまり、間伐によって森林の二酸化炭素吸収量が増加し、それによ
って間伐 1ha あたり「4.95t-CO2」の二酸化炭素が削減されるということを意味する。な

お、その他の間伐による定量的効果とは異なり、二酸化炭素は市場において取引されてい

るため、環境経済評価手法を用いずに貨幣換算が可能である。EU-ETS（欧州連合温室効
果ガス排出枠取引）における二酸化炭素価格の 2007年の相場はおよそ 3000円/t-CO2であ

り34、それを適用すると 1haあたりの間伐による「二酸化炭素吸収量の増加」の便益は「1
万 4850円」ということになる。 

 
2‐3‐5 間伐による定量的効果と考察  

 

植生種数の増加 
土砂災害リスク 

の減少 

洪水時流量 

の減少 

利用可能水量 

の増加 

二酸化炭素吸収量 

の増加 

11 種 10% 20% 1.3 倍 4.95t-CO2/ha 

表 2.4：間伐による定量的効果 

 
 以上のように、森林の多面的機能の内、生物多様性保全機能の向上に該当する「植生種

数の増加」、土砂災害防止機能の向上に該当する「土砂災害リスクの減少」、水源涵養機能

の向上に該当する「洪水時流量の減少」と「利用可能水量の増加」、そして地球環境保全機

                                                   
32 日本経済新聞[21]（2005年 5月 30日記事）より 
33 林野庁[33]「間伐等促進法の概要」 
34 朴[44]（2007年）,p6 
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能に該当する「二酸化炭素吸収量の増加」の定量的な効果が表された（表 2.4）。これらの
効果は、「無間伐林分」が間伐されることによって初めて変化であると言える。 
しかし、この表された定量的効果はあくまで一つの参考であるということに留意する必

要がある。その理由は、二つ考えられる。一つは、森林の性質が複雑であるため、間伐に

よる機能の向上がもたらす以上の効果には、複雑な因子が多数存在するからである。つま

り、森林の状態は、その林齢や樹種によっても異なるし、そこに生息する生物群やそこの

無機的環境（土壌環境や大気などの環境）によっても異なる。また、間伐の方法も複数存

在するし、森林の有するそれらの複雑な要素により、間伐の影響を一まとめとして把握す

ることは困難であると考えられる。 
もう一つの理由は、森林の多面的機能の向上が我々にもたらす便益は、他にも存在する

ことが考えられるためである。例えば、以上で考察した 4つの機能以外にも、表 2.1に示
したような「快適環境形成機能」や「保健・レクリエーション機能」、「文化機能」などが

存在し、これらの間伐による向上効果も、また定量的に示す事が困難であり、市場におい

て組み込まれていない便益であると思われる。また、考察を終えた 4機能においても、他
にも見過ごされている機能が存在する。例えば、「土砂災害防止機能」には他にも「雪崩防

止機能などが含まれるし、「水源涵養機能」には「水質浄化機能」などが含まれるが、これ

らにおいても間伐によって向上する効果は、未だに明らかにされていない。 
したがって、本節で定量的に表した間伐による効果は、それを貨幣価値として表すため

の参考値であり、間伐の効果は未だに計り知れない。このことから、この未知数の有効性

が秘められている間伐の便益を、より適切に目に見える形で表すためには、更なる研究が

必要であると言えるであろう。 

 
以上、本章では間伐の背景や期待、森林の多面的機能について概説し、それらの機能の

間伐による向上について論じた。そして、間伐による効果は「無間伐林」が間伐されるこ

とによって生じ、その各効果が定量的に表された。次章ではこれらの値を、環境経済評価

の手法を用いて貨幣価値として表すこととする。 
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第 3 章 間伐による便益のコンジョイント分析  
 
本研究の目的は、あきる野市における「間伐」から「間伐材利活用」に至るまでの計画

を事例とし、その費用便益を明らかにすることにあるが、本章ではその内の間伐における

便益を明らかにする。ここで明らかにすべき「間伐における便益」とは、具体的には「あ

きる野市における無間伐林分の間伐による便益」のことである。そのため、第 2章にて定
量的に表した「無間伐林の間伐による効果」を、本章では環境経済評価の手法であるコン

ジョイント分析を用いて、あきる野市の場合に適用できる形で貨幣価値として表すことと

する。 

 
3‐1 間伐の効果とコンジョイント分析  

 
本節では、間伐の効果を評価するためには、環境経済評価手法のどれを適用させること

が望ましいのかを考察し、「コンジョイント分析」を用いることの意義を説明する。説明の

順序としては、第一に、本分析で評価する間伐の効果の性質を確認し、第二に、環境経済

評価手法の概要と種類を説明する。そして、第三にそれらの手法を考察した上で、本分析

にコンジョイント分析が適している理由と適用することの意義を説明する。 

 
3‐1‐1 間伐効果の性質  

 

 
図 3.1：自然環境の機能とその価値（栗山（2005年）より作成35） 

 

                                                   
35 栗山ら[10]（2005年） 

【森林の価

値】 利用価値  
（Use Value） 

非利用価値  
（Non-use 

Value）  
●直接利用価値  
・木材生産や山菜・きのこの 
採取 
●間接利用価値  
・登山やハイキング 
・水源の涵養 
・土砂の流出防備 
●オプション価値  
・将来行うであろう登山やハ 
イキング 

・将来利用するであろう遺伝 
子資源 

●遺産価値  
・子供・孫のために森林を 
残すこと 
 
●存在価値  
・野生生物の生息 
・原生的な自然環境 
・生態系 
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まず、本分析で評価する間伐による森林の多面的機能向上がもたらす効果とは、どのよ

うな価値なのかを考察する。 
森林の多面的機能に関しては本稿「2‐2」にて説明したが、それらの価値の性質は、「利

用価値」と「非利用価値」とに分けられる。以下、図 3.1を参照して説明するが、まず「利
用価値」とは利用することで得られる満足感の価値である。そのうち「直接利用価値」と

は木材生産など直接利用することで得られる価値であるため、これらは既に貨幣価値にて

表されている場合がほとんどであり、市場によって適切な取引がされていると考えられる。

一方、「間接利用価値」は直接資源として利用はしないが、それを眺めたり、それによって

災害が減少したり、間接的に便益を与えている事象の価値である。また、「オプション価値」

とは、将来の利用可能性を残しておくことで得られる価値のことであり、例えば、森林が

保全されることで「将来的に登山ができる」ということに対する価値のことである36。他

方、「非利用価値」とは、「子孫のために森林を遺すこと」のそれ自体に満足感を得ること

や、「森林に野生生物や植生が存在すること」のそれ自体に満足感を得ることがあるが、そ

れらのように利用しなくても得られる便益のことであり、それぞれ前者のような価値は「遺

産価値」として、後者のような価値は「存在価値」として分類される37。本研究にて求め

たい価値は、間伐によって森林の価値を向上させることで得られる便益であるから（本稿

「2‐3」参照）、図 3.1の分類で考察することとすると、定量的に表すことのできた間伐に
よる効果の内、「土砂災害リスクの減少」と「洪水時流量の減少」は「間接利用価値」とし

て、「利用可能水量の増加」は「直接利用価値」として分類できると考えられる。一方、「植

生種数の増加」による便益は、植生という存在が増加することに価値があると考えられる

ため「存在価値」に該当すると見ることもできるし、また、その効果が森林を遺すことに

繋がるため「遺産価値」に該当するとも考えられる。更に、植生種数が増加することが森

林の存続そのものにも影響すると考えると、「利用価値」にも当てはまる部分があるかもし

れないため、この便益は非常に複雑な性質であり、分類することが困難である。なお、間

伐による「二酸化炭素吸収量の増加」に関しては、本稿「2‐3‐4」にて既に貨幣換算さ
れているため、環境経済評価の考察は加えないこととする。 

 
3‐1‐2 環境経済評価の手法  

 
次に、そのように複雑な性質の効果を評価するためには、どのような環境評価手法が望

ましいのかを考える。 
その導入として、まず環境評価手法について説明する。そもそも環境経済評価とは、市

場に経由されていない環境の価値を貨幣単位で評価する手法のことである。これまで考え

                                                   
36 同上,p24 
37 同上,p25 
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られなかった環境の価値が、それを適用させて貨幣換算されることによって、市場を経由

させることが可能となり、適切に扱うことができるようになる。例えば、「造林を前提とし

ない森林伐採」を例に挙げると、森林の価値はこれまで木材生産のために「直接利用価値」

としての価値しか考慮されなかったのであるが、伐採によって失われる森林の価値が環境

評価によって貨幣価値として評価されれば、それが「費用」として扱われるようになるた

め、むやみに伐採されなくなる。 

 

 
図 3.2：環境評価手法の分類（鷲田（2005年）を基に作成）38 

 
環境経済評価の手法としては、大きく選好独立型評価法と選好依存型評価法に別けられる

（図 3.2参照）。選好独立型評価法とは、人々の選好に依存しない評価方法であり、例えば
ある環境を再生したり代替したりするものを生み出すのに要する費用によって環境価値を

計る再生費用法（Replacement Cost Methods）や、環境がもたらす効果を貨幣にて表せ
る他の効果に適用させることによって評価する適用効果法（Dose-Response Methods）が
ある。一方、選好依存型評価法は人々の選好に依存した評価方法であり、表明選好法（SP：
Stated Preference）と顕示選好法（RP：Revealed Preference）に分類される。前者はア
ンケート調査などによって仮想的な状況における人々の選好を尋ねることによって評価す

る方法であり、仮想評価法（CVM：Contingent Valuation Method）やコンジョイント分
析（Conjoint Analysis）などの手法がある。一方、後者は人々が実際に行った行動をもと
に間接的に評価を行う方法であり、トラベルコスト法（TCM：Travel Cost Methods）や
ヘドニック価格法（Hedonic Price Methods）などがある。それぞれの評価手法において、
性質が異なるため、その特徴を踏まえて間伐の効果を適切に評価できる手法を考察する必

要がある。 

 
 

                                                   
38 鷲田[27]（2005年）,p89 

【選好独立型評価法】 
 
・再生費用法  

 
・適用効果法  

 

【選好依存型評価法】  
 
●  表明選好法  
・仮想評価法 
・コンジョイント分析 

 
●  顕示選好法  
・トラベルコスト法 
・ヘドニック価格法 

 

【環境評価手法】 
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3‐1‐3 コンジョイント分析適用の意義  

 
ここで、複雑な間伐による便益を評価するためには、上述した内どの環境評価手法を用

いれば適切な値として算出できるのかを考えてみる。 
まず、選好独立型評価法と選好依存型評価法のどちらが適切なのかを考察する。鷲田

（2005年）は、選好独立型評価法に関して選好から独立してしまっているという本質に問
題があると指摘しており、現在の経済システムの上で主権を持っているのは個人の選好で

あるから、それを無視して帰属させた価値は社会の受容性を獲得するのが困難であると理

由を述べている39。更に、間伐の効果を考えたときに、その複雑な効果を代替するにふさ

わしいものを考えることは非常に困難であると思われる。したがって、本分析において選

好独立型評価法の適用ではなく、選好依存型評価法の適用の方が望ましいであろう。 
 次に、選好依存型評価法において、表明選好法と顕示選好法のどちらが望ましい手法か

を考察する。前述したように顕示選好法は、人々の行動を基に間接的に評価を行う手法で

あるが、対象とする環境の価値が利用価値だけでなく非利用価値を伴う場合には、顕示選

好法にて価値を捉えることは非常に困難である40。そのため、本分析にて評価対象とする

「間伐による植生種数の増加の価値」を適切に捉えることに、顕示選好法はふさわしく無

く、表明選好の方が適当であると思われる。 
 最後に、表明選好法では、仮想評価法とコンジョイント分析のどちらを用いるのが望ま

しいかを考える。仮想評価法では、アンケートを用いて仮想的な環境変化に対する人々の

支払い意志額（WTP：Willingness To Pay）、または受け取り意志額（WTA：Willingness 
To Accept）を聞き出すことで環境の価値を評価する手法である。その特徴として、非利用
価値を含めたあらゆる価値を全体として評価できるということが上げられる41。したがっ

て、間伐の効果のような複雑な価値においても、人々の選好によってその全体の価値を評

価できるので、当手法の適用は可能である。他方、コンジョイント分析においても、同じ

くアンケート調査で人々の選好によって環境の価値を評価する手法なのであるが、仮想評

価法が環境によって得られる全体的な効用（全体効用）を評価するのに対し、当手法は全

体の中に含まれる部分的な効用（部分効用）を捉えることができる。効用に影響を与える

要素のことを「属性」と言うが、コンジョイント分析は環境の全体を構成する各属性のそ

れぞれの評価ウェイトを導出することが可能となっている点が特徴的であり、その評価項

目の中に貨幣測度を加えることによって貨幣価値に落とし込むことも可能である42。そし

て、これまでに間伐による価値を構成している属性を把握し、それぞれ定量的な効果を明

                                                   
39 同上,p91 
40 同上,p87 
41 栗山ら[10]（2005年）,p40 
42 鷲田[27]（2005年）,p150 
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らかにしているため、本分析においてコンジョイント分析を適用することが可能である。 
したがって、仮想評価法とコンジョイント分析の両手法において、間伐の効果を評価す

ることが可能なのであるが、より的確な評価額を算出することを考えた場合、コンジョイ

ント分析の方が以下の 2点において望ましいと考えられる。一つは、間伐の効果の属性と
しては「植生種数の増加」、「土砂災害リスクの減少」、「洪水時流量の減少」、「利用可能水

量の増加」という属性が評価対象として挙げられるのだが、もし仮想評価法にてそれら全

ての属性の評価を一まとめで行うとすると、アンケート回答者が全ての属性の一つ一つを

適切に考慮して評価を行うことが困難であるため、曖昧な評価とならざるを得ない点であ

る。もう一つは、コンジョイント分析の場合は、その評価結果を他の環境の評価に応用で

きることである。言い換えると、コンジョイント分析を適用させれば、間伐による効果の

各属性に対する人々の選好を把握することができるため、それぞれの属性に対する評価額

を状況に応じて適用し、その費用・便益を算出することが可能である。一方、仮想評価法

の場合はある特定の環境に対してのみに適用できるが、その応用可能性は極めて低い43。

以上の二点により、本分析に適用させる手法としては、コンジョイント分析の方がより適

切な評価額を算出できるであろう。 

 
 以上、環境評価手法の特徴を考慮した上で、その複雑な性質を持つ間伐の効果の適切な

評価を考えたとき、コンジョイント分析の手法を用いる事が望ましいと考えられる。その

ため、本分析における間伐の効果の算出にはコンジョイント分析を用いることとする。 

 
3‐2 アンケート調査の設計  

 
 前節においてコンジョイント分析は、アンケート調査を用いて人々の選好を把握し、そ

の評価付けのウェイトから複数の価値を評価できると説明した。そこで、本節ではコンジ

ョイント分析の方法や、アンケート調査票作成の手順、構成などについて説明する。 

 
3‐2‐1 コンジョイント分析の調査手順  

 
 コンジョイント分析の手順と方法は、以下の通りである。 

 
①評価対象の情報収集 
まず、アンケート調査票を作成する前に、評価対象を決定し、それに関する情報収集を

行うことが必要である。本研究では、最終的には間伐から間伐材利活用に至るまでの費用

                                                   
43 鷲田[27]（2005年）,p153 
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便益を分析することが目的であるが、本章においては間伐による森林の多面的機能向上が

もたらす便益を貨幣価値にて算出することが目的であるため、コンジョイント分析の評価

対象がその効果となる。また、情報収集は主に間伐に関する先行研究などの文献をウェブ

上や国立国会図書館の蔵書を検索することにより行った44。 

 
②属性と水準の選定 
 評価対象が構成する属性の中から評価対象とする属性を選定し、それぞれの属性に対し

水準（レベル）を決定する。本研究における評価対象は間伐による効果であり、その属性

としては、各機能の中から先行研究を基に定量的に示す事のできた「植生種数の増加」、「土

砂災害リスクの減少」、「洪水時流量の減少」、「利用可能水量の増加」の 4属性と（本稿「2
‐3」参照）、貨幣測度となる「負担金の支払い」を加え（シナリオについては本章「3‐2
‐2」にて説明）、以上の 5属性を選定することとした。また、水準の選定についてはレベ
ル別に差が出るように筆者が感覚的に設定し、各 5属性において以下のような 4水準とし
た（表 3.1参照）。なお、当表の水準の値は、事前調査に使用したものであり、その後必要
に応じて修正した（本章「3‐2‐3」にて説明）。 

 
属性 水準 

植生種数の増加 （種） 5 20 40 60 

土砂災害リスクの減少 （%） 10 30 60 90 

洪水時流量の減少 （%） 10 30 60 90 

利用可能水量の増加 (倍) 1.2 1.4 1.6 2 

負担金 （円） 500 1,000 5,000 10,000 

表 3.1：事前調査時の各属性と水準 

 
③プロファイルデザイン 
アンケート調査にて回答者に提示する各属性と水準の組み合わせをプロファイルとして

設計する。 
 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

 植生種数の増加（種） 60 種 20 種 40 種 

 土砂災害リスクの減少（％） 10% 10% 90% 

 洪水時流量の減少（％） 90% 30% 60% 

 利用可能水量の増加（倍） ２倍 １．２倍 １．６倍   

計画を実施しない 

 負担金 10,000 円 500 円 10,000 円 0 円 

順位 （  ） （ １ ） （ ３ ） （ ２ ） 

表 3.2：プロファイルリストの例 
                                                   
44 国立国会図書館とは、国内唯一の国立図書館であり、日本国内で刊行される出版物を広く収
集し、図書だけでも約 750万冊、その他、地図、レコード、マイクロフィルム、マイクロフィ
ッシュ、雑誌、新聞等の膨大な蔵書が構築されている。（国立図書館 HP[45]より） 
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 本分析にてプロファイルは、まず 4 水準 5 属性の直交配列法を用いて 16 個のプロファ
イルを作成し45、それから各属性と水準にバラつきが出るようなに組み合わせて更にプロ

ファイルを加え、計 60 個のプロファイルを作成した。そのプロファイルの中から、バラ
ンスを考えて 3つを選択し、それに「計画を実施しない」という選択肢加えたものを一つ
のプロファイルリストとした（表 3.2参照）。そして、プロファイルリストを 6つ組み合わ
せたものを一つのバージョンとし、これを 8バージョン作成した（よって異なるプロファ
イルリストは 6×8＝48個作成された）。なお、一人の回答者に対しては一つのバージョン

を提示する事とする。 
また、コンジョイント分析における複数ある回答手法のうち、本分析ではランキング型

コンジョイント手法を適用した。その回答方法では、回答者はプロファイルリストの、A
からDの中で望ましいものに 1位から 3位までのランクを記入して回答してもらうことと
なり、表 3.2 では「順位」の行に記載してあるように、Ｂが一番望ましく、次にＤの「計
画を実施しない」が望ましく、最後にＣが三番目に望ましいという結果の例となっている。 

 
④アンケート調査票の作成 

 プロファイル以外の調査に必要となる質問項目や、説明事項等を検討し、アンケート調

査票を作成する。アンケート調査票の作成については本章「3‐2‐2」にて説明する。 

 
⑤事前調査と修正 
 本調査を行う前に、アンケート調査票の内容や属性・水準の選定に問題点がないか、確

認するために事前調査を行う。事前調査後、回答結果を分析して問題点を見つけ出し、必

要に応じて修正を行う。これについて、本章「3‐2‐3」にて詳しく説明する。 

 
⑥本調査 
 アンケートの本調査では、全国における幅広い地域や年齢層、背景の方に回答してもら

うために、インターネット上にて行う。インターネットアンケートには、鷲田46が構築し

た「環境評価インターネットアンケートシステム（EEVS）」を用いた。本システムを用い
れば、インターネットのウェブサイトを利用して回答者ごとに違ったプロファイルリスト

のバージョンを提示する事ができる。また、アンケート結果をウェブ上にて確認でき、

EXCELなどに表形式で入力することも可能であり、利便性の高いシステムである。 

                                                   
45 直交配列法とは、実験計画法の分野で開発された手法であり、直交配列の任意の列に各属性
を割り付けることでプロファイルを作成する方法である。この方法を用いれば、属性間の相関

が生じにくく、操作も容易である。栗山ら[10]（2005年）,pp70-71より 
46 鷲田豊明,上智大学地球環境学研究科環境経済学研究室教授 
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⑦調査結果の推計および分析 
 集計したアンケート調査結果から、各属性における効用の評価ウェイトを推計し、貨幣

価値に落とし込む。これによって、初めて間伐による効果の各属性が貨幣換算として表さ

れることとなる。また、集計した結果を個人属性別に考察したり、様々な角度から分析を

行ったりする。 

 
3‐2‐2 アンケート調査票の作成  

 
本項では、間伐による効果の各属性を評価するのに適したシナリオ設定や提示する情報、

質問事項などについて考察を交えながら、作成したアンケート調査票について説明する（作

成したアンケート調査票は「添付資料（１）」参照）。ただし、これは本調査時に使用した

ものであるから、本稿で考察する初期の形式の調査票（事前調査前の調査票）とは多少異

なる。 

 
（1）シナリオの設定  

 
まず、本アンケート調査票作成にて、間伐効果の各属性に対する評価ができるように設

定したシナリオ（筋書き）について、考察と共に説明する。 
最初に、大まかなシナリオ設定を考えた時、筆者は以下の二つの理由から「多摩地域の

森林環境整備に関するアンケート」というテーマ設定にした。一つ目は、本研究の目的が

「あきる野市における」間伐材利活用計画の費用便益を明らかにすることであるため、あ

きる野市を包括する「多摩地域」におけるシナリオとして設定することが望ましいと考え

たからである。もう一つの理由は、間伐に関するシナリオにすると、間伐方法の違いによ

る各属性の変化を聞き出すのは難しいためである。そのため、間伐以外で代替できる計画

を思案し、「森林環境整備」というシナリオ設定にした。 
次に、「多摩地域の森林環境整備に関するアンケート」において、各属性に対する人々の

選好を把握するための代替的な計画の内容に関して説明するが、適切な評価を求めるには、

回答者が具体的に想像しやすいシナリオを作成し、選択しやすい回答を求めることが特に

重要なポイントとなっている47。その点に留意して、以下各属性別に設定した 4 つの間伐
に代わる計画（森林環境整備）について説明する。 

 
①植生種数の増加 

                                                   
47 栗山ら[10]（2005年）,p27 
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 「植生種数の増加」の属性を変化させる計画として、「多摩の森林における物種の多様性

を高めるために、荒廃した人工林（無間伐林）の林内に、その土地に見合った植物を植栽

する」とし、それによって、植生種数が各水準の「5種」、「20種」、「40種」、「60種」の
いずれか分増加するというシナリオとした。なお、現状は「20種」と設定し、それに追加
的に植栽するということにした。 

 
②土砂災害リスクの減少 
 「土砂災害リスクの減少」の属性を変化させる計画は「多摩地域における土砂災害の危

険性を減らすため、対象森林内に土砂防止柵などを設置する」とし、それによって多摩地

域における土砂災害リスクが各水準の「10％」、「30％」、「60％」、「90％」のいずれか分減
少するというシナリオとした。また、その判断基準を与えるための情報として、東京都に

おける 2002年～2006年の 5年間の土砂災害件数をグラフ化して提示した（図 3.2）、全国
における同 5年間の土砂災害記録から「死者・行方不明者」と「人家被害(全壊・半壊・一
部損壊)」の被害率を算出し48、「土砂災害 1 件あたりに死者・行方不明者が 1 人出る確率
は約 2.3%、人家被害(全壊・半壊・一部損壊)が 1棟発生する確率は約 38%である」という
情報を与えた。 

 
図 3.3：東京都における土砂災害件数 
（「砂防便覧（平成 20年版）」を参照49） 

 
③洪水時流量の減少 
 「洪水時流量の減少」の属性を変化させる計画は「対象森林内に水路を整備することに

より、洪水時の流量（増水量）を減少させる環境を整える」とし、それによって多摩地域

における洪水時の流量が各水準の「10％」、「30％」、「60％」、「90％」のいずれか分減少す
るというシナリオとした。 
                                                   
48 国土交通省砂防情報室[34] 
49 全国治水砂防協会[14]（2008年） 
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図 3.4：東京都における最近 10年間の水害による浸水棟数（東京都建設局「過去の水害記録」より作成50） 
※ 1999年の降雨量は平年値の約 113％であり、また、集中豪雨や熱帯低気圧による被害が数回発生した。 
※ 2005年 9月に杉並区・中野区を中心に時間112ミリの雨が降り、５千棟を超える浸水被害が発生した。 

 
また、その判断基準を与えるための情報として、図 3.4 の東京都における 1997 年～2006
年の水害による浸水棟数を提示し（「※」の記述も同じように提示）、人的被害はほとんど

無いという事実を記載した。 

 
④利用可能水量の増加 

 「利用可能水量の増加」の属性を変化させる計画は「多摩地域の対象森林内に貯水池を

設置する事により、東京都民の利用可能水量を増加させる」とし、それによって東京都に

おける利用可能水量が各水準の「1.2 倍」、「1.4 倍」、「1.6 倍」、「2 倍」のいずれかに増加
するというシナリオとした。 

 
 以上、「多摩地域の森林環境整備に関するアンケート」というテーマにて、①～④のよう

な間伐の各効果を代替する森林整備を行うというシナリオ設定にて、アンケート調査票を

作成した。そして、それら 4つの属性に「負担金」という属性を加え、それらの計画に対

して「一世帯あたり一度限りの支払い」という設定とし、負担金を「500円」、「1000円」、
「5000円」、「10000円」のいずれか負担するという水準とした。 
こうして、以上のシナリオで各属性と水準は表 3.1 のように設定され、回答者に表 3.2

のようなプロファイルリストを提示し、Aから Dの計画の内 3番目まで望ましい計画に順
位付けを行ってもらうこととなった。 

 

                                                   
50 東京都建設局ＨＰ[46]「過去の水害記録」 
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（2）その他の提示情報  

 
 その他にアンケート調査票に記載した情報と、その意図は以下の通りである。 

 
①東京に占める多摩地域の範囲と森林面積の情報と地図 
 これを提示した意図は二つある。一つは、本アンケート調査票のシナリオが「多摩地域」

を題材としているため、回答者に多摩地域の範囲とその森林面積をイメージできるように

するためである。もう一つは、多摩地域の森林＝島嶼を除く東京都における全ての森林で

あるということを認知させ、多摩地域以外の東京都民にとっても重要であることを意識づ

けるためである。 

 
②荒廃人工林の面積 
間伐などの手入れがされていない人工林を「荒廃人工林」と定義し、東京都の面積と多

摩地域の森林面積に対してどれだけ荒廃が進んでいる人工林が存在するのかを、回答者に

イメージさせるために提示した。 

 
③間伐に関する説明 
 予備知識を与えることを目的として、荒廃の原因が間伐などの手入れがされなくなって

きたことにあるということと、間伐によって森林内に光が入るようになり、森林が健全に

保たれるという仕組みについての説明を加えた。 

 
④荒廃人工林に関する説明 
 シナリオでは、荒廃人工林の森林環境整備をすることを仮想の計画として設定している

ため、その効果がどれだけの意義を持つのかを意識させる狙いとして、間伐などの手入れ

が不足していることによって、人工林がどのような状態になるのかについて説明を加えた。

その状態については、評価対象とする「植生種数の増加」、「土砂災害リスクの減少」、「洪

水時流量の減少」、「利用可能水量の増加」の意義を把握してもらうため、それらのそれぞ

れに対応させて、荒廃人工林においては「植生種数が少ない」、「土砂災害が多い」、「洪水

時の流量が多い」、「利用可能水量が少なくなる」という項目を設け、詳細説明を加えた。 

 
 以上が、各属性を適切に評価してもらうため、シナリオ以外に与えた情報である。しか

し、これらの情報は事前アンケート調査時に提示したものであり、事前調査後に必要に応

じて削除、修正を行うこととなった（本章「3‐2‐3」にて説明）。 
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（3）その他の設問  

 
 プロファイルリスト以外に回答を求める項目として、下記の 3 種類の設問を用意した。
1 種類目は、多摩地域や人工林荒廃に関する認知度、または身近さを問う設問である（下
記①）。2 種類目は、各属性に対する関心度合いを問う質問である（下記②）。そして、3
種類目の設問は、回答者の個人属性を問う設問である（下記③）。以下、その順にて各種類

の設問別にて項目を示す（なお、項目の（ ）内は、「添付資料（１）」における設問番号で
ある）。 

 
 ①認知度や身近さを問う設問 
  ・多摩地域に関する認知度（Ⅰ-Q1） 
  ・多摩地域の森林面積に関する認知度（Ⅰ-Q2） 
  ・多摩地域における人工林荒廃の進行に関する認知度（Ⅰ-Q3） 
  ・荒廃人工林の状態に関する認知度（Ⅰ-Q4） 
  ・多摩地域における人工林の荒廃を身近に感じるか（Ⅰ-Q5） 
  ・身近である理由（Ⅰ-Q5） 

 
 ②各属性に対する関心度を問う設問 
  ・多摩地域の森林における植物の多様性に対する関心度（Ⅱ-Q1） 
  ・多摩地域における土砂災害リスクに対する関心度（Ⅱ-Q2） 
  ・東京都における水害に対する関心度（Ⅱ-Q3） 
  ・東京都における利用可能水量に対する関心度（Ⅱ-Q4） 

 
 ③回答者の個人属性を問う設問 

  ・居住地（Ⅲ-Q1） 
  ・性別、年齢階層（Ⅲ-Q2） 
  ・所得（Ⅲ-Q3） 
  ・職業（Ⅲ-Q4） 
  ・その他（多摩への関わりや環境・森林への関わりに関する個人属性）（Ⅲ-Q5） 

 
以上の設問を設けた目的は二つある。一つは、①と③の設問によって森林に関する認知

度や関心度合い、個人属性を把握できれば、バイアスの修正が可能となるためである。そ

れが把握できる事によって、分析でどの要因にどのようなバイアスがあるかを知る事がで

き、必要に応じて修正を加える事ができるようになる。そして、もう一つは、①と②のよ

うな設問に回答してもらうことによって、アンケート調査票の内容に対する理解を深めた
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り、思考をさせたりすることである。それによって、理解が低い状態での回答を避けるこ

とができると考えられる。 

 
3‐2‐3 事前調査  

 
本調査の前に、2008年 9月 22日と同年 10月 7日にそれぞれ約 1週間ずつ二度に渡っ

て事前アンケート調査を行った。その結果を分析・推計することによって（推計モデルは

本章「3‐3‐2」にて説明）、アンケート調査票における属性・水準の選定やプロファイル

の組み合わせ、シナリオ設定や提供情報等においていくつか問題点が発見できた。そこで、

本項では事前調査結果から明らかとなった問題点を変更した箇所を、（１）水準の変更、（２）

記述の追加、（３）記述の削除と３つに分けてその理由と共に説明する。 

 
（1）水準の変更  

 
 二度の事前調査によって、水準を変更した属性は二つある。 
一つ目は、「負担金」の水準であり、これまで「500円」、「1000円」、「5,000円」、「10,000

円」と設定していたが、価格差を少なくし、「5,000円」を「3,000円」とし、「10,000円」
を「5,000 円」とした。その理由は、事前調査結果の 2 回とも「植生種数の増加」と「利
用可能水量の増加」に対する有意性が低く、また「土砂災害リスクの減少」と「洪水時流

量の減少」の有意性も高いとは言えなかったが、一方「負担金」に対する有意性が圧倒的

に高かったためである。そのため、負担金の価格差を少なくすることによって、価格によ

る判断のウェイトを下げた。 
二つ目は、「利用可能水量の増加」の水準であり、「1.2倍」、「1.4倍」、「1.6倍」、「2倍」

と設定していたが、有意性が低かったことから、その原因として「2 倍」以外の水準の差

があまり無いため回答にも差が出ないと考え、「1.4倍」を「1.5倍」とし、「1.6倍」を「1.8
倍」として変更した。 
 その結果、本調査における属性と水準は、以下の表 3.3の通りとなった。 

 

属性 水準 

植生種数の増加 （種） 5 20 40 60 

土砂災害リスクの減少 （%） 10 30 60 90 

洪水時流量の減少 （%） 10 30 60 90 

利用可能水量の増加 (倍) 1.2 1.5 1.8 2 

負担金 （円） 500 1,000 3,000 5,000 

表 3.3：本調査時の各属性と水準 
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（2）記述の追加  

 
二度の事前調査により、以下の二つの記述を追加した。 
一つは、「植物種の多様性の重要性に関する説明」であり、「植物種が多様であることは、

食料や薬品などの資源としてだけでなく、人間が生存していく上で不可欠の生存基盤とし

ても重要であると考えられています」という記述を追加した（「添付資料（１）」の「Ⅰ-
①植生の種数が少ない」にて説明）。その理由は、一度目の事前調査時に「植生種数の増加」

の属性が有意な結果とならなかったためである。 
 もうひとつは、同じく一度目の事前調査時に「植生種数の増加」の属性が有意とならな

かったため、植生種数の増加に対する代替的な計画である「植物種の植栽」（本章「3‐2
‐2（１）①」参照）において、「森林の状態がどうであれ植栽でき、種数が増加すること
と仮定する」という仮定を追加した（「添付資料（１）」の「Ⅱ-Q5」参照）。これにより、
「間伐しなければ林床に光が当たらないために、植物が育たない」という知識を持ってい

る回答者に対して、代替的な計画でも適切な回答を得られると考えた。 

 
（3）記述の削除  

 
 事前アンケート調査では、回答に約 30 分の負担がかかることがわかり、負担を減らす
ために調査結果に影響を及ぼさないと思われる以下の二点の記述を削除した。 
一点目は、間伐によって森林が健全に保たれる仕組みに関する説明である（本章「3‐2

‐2（２）③」参照）。この記述は、予備知識として記載していたが、アンケート調査票上
でのシナリオでは、間伐ではない代替的な計画を提示するため、調査結果には関わってこ

ない記述である。そのため、回答者の負担を減らすため、削除した。 

二点目は、各属性の意味の説明である。これは評価対象とする各属性の語句説明の項目

のことであるが（本章「3‐2‐2（２）⑤」参照）、これは代替的な計画の説明のみで理解
されると考えたため、回答者の負担軽減のため削除した。 

 
 二度の事前調査によって以上の変更を行い、適切に評価され易く、負担の少ないと思わ

れるアンケート調査票として改善された（「添付資料（１）」参照）。 

 
3‐3 アンケート調査結果の分析  

 
前節において、本調査用のアンケート作成の手順と経緯などについて説明したが、その

本調査用のアンケートを環境評価インターネットアンケートシステム（EEVS）によって
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インターネット上に掲載した。そして、筆者の知人に直接連絡を取ったり、環境団体等の

メーリングリスト、ウェブ上の掲示板などを利用したりして回答依頼をし、回答者 232人
から 1326 もの有効データを得ることができた。本節では、そのアンケート集計結果の分
析を行う。 

 
3‐3‐1 コンジョイント推計モデル  

 
分析結果を説明する前に、まず本研究にて使用したコンジョイント推計モデルについて

説明する51。 
本稿で用いたランキング型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。プロファイルを選択する

個人の効用は、 

 
=v( , ,…, )+  

 

と、あらわすことができる。ただし、 

 
 ： 第 番目のプロファイルに関する個人の効用水準 

  ： プロファイルに含まれている属性の総数 

 ： 第 属性のレベル 

   ： 確率的誤差 

 
である。 

 
回答者に提示されたプロファイルリストの集合を とする。本調査では選択肢は4個であ

るが、この集合 の中で、第 プロファイルが選択される確立 は、以下のようにあらわ

される。 

= [ ( , ,…, )+ ( , ,…, )+  ; ] 

は、 に含まれる任意の に対してという意味である。 

誤差項 が、スケールパラメータμのGumble 分布をしていると仮定すると、 番目のプロ

                                                   
51 推計モデルは鷲田[27]（2005年）,pp158-162を参照。 



 33 

ファイルが選択される確立は、以下のようになる。 

 

=  

 
＝( , ,…, )であり、また は１とする。 
の関数形が線形関数であると仮定すると、以下の式となる。 

 
＝  

 
この時、各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、例えば本稿のアンケート調査のように、第１番目のプロファイルリストについ

て、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 と

し、第２番目に望ましいものが選ばれる確立を 、３番目に望ましいものが選ばれる確

立を とあらわす。この時、それぞれの確立は以下のようにあらわすことができる。 
=  

=  

=  

 

これらの確立は同時に発生するので、P  P  P となり、この対数尤度関数lnL は以下

のようになる。 

ln =  

なお、  はすべての回答者に示されたプロファイルの総数であり、本分析では =60
となる（本章「3‐2‐1」の③参照）。 

 
この尤度関数を最大にする各係数 を推計する事によって、その推計結果から各属性の

1単位の評価ウェイトが求められる。 
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また、本調査における「負担金」の属性は、貨幣支出をあらわすものである。そのため、

この属性の評価ウェイトを基準として、他の 4つの属性である「植生種数の増加」、「土
砂災害減少率」、「洪水時流量の減少」、「利用可能水量の増加」の 1単位あたりの貨幣
価値を導き出すことができる。「負担金」の属性は第５属性であるが、第 属性の 1単位
が第５属性の何単位に値するかを求める事によって、第 属性の貨幣価値を求められる。

つまり、 が第 属性の貨幣価値となる。 

 以上の分析モデルをもとに、統計分析ソフトウェアの「R」を使用して52、ランキング型

コンジョイント分析による推計のためのプログラムを作成して推計を行った（プログラム

は「添付資料（2）」参照）。なお、推計結果は本章「3‐3‐3」にて説明する。 

 
3‐3‐2 回答者の個人属性  

 
本項では、アンケート回答者の個人属性分布の偏りを把握するために、回答者 232人の

個人属性の分布について概観してみる。 
以下、表 3.4 と図 3.5 を基に、本アンケート回答者の個人属性分布に実際の分布との差が

感じられるかどうか考察する。 

 
【性別】 男 (120 人) 女 (110 人) 未回答 (2 人) 

19 歳以下 (7 人) 20 代 (147 人) 30 代 (42 人) 40 代 (19 人) 
【年齢】 

50 代 (10 人) 60 歳以上 (5 人) 未回答 (2 人) 

【居住地】 多摩地域(50 人) 東京都（多摩地域以外）(34 人) 
東京都以外 

(145 人) 
未回答 (3 人) 

大学生・大学院

生 (95 人) 
会社員 (67 人) 

自営業 

(13 人) 

パート・アルバイト 

(12 人) 

主婦 (10 人) 公務員 (7 人) 教員 (7 人) 無職 (6 人) 
【職業】 

その他 (13 人) 未回答 (2 人)  

【環境系別】 

※ 
環境系 （88 人） それ以外 （144 人） 

表 3.4：回答者の個人属性分布  
※「環境系」とは、ここでは「仕事、NGO等、研究のいずれかにおいて環境に携わって 

いる人」のことを指す（本稿 3‐4‐2にて詳しく説明）。 
 

                                                   
52 Rのソフトウェアは、インターネット上の”The R Project for Statistical Computing” [47]
より入手した。 
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図 3.5：回答者の個人属性分布割合 

 
まず、「性別」の分布を見ると、男が 120 人（52％）、女が 110 人(47％)ということで、

特に偏りは感じられない。一方、「年齢別」では、「20 代」が圧倒的に多く、また、「居住

地」においては、多摩地域在住者が、実際の分布と比べると高い割合を占めているようで
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ある。「職業」の分布に関しては、「大学生・大学院生」が多く、「環境系別」で見ると、環

境に関わる人が割合的に大きいように思われる（「環境系」の定義については本章「3‐4
‐2」にて詳しく説明）。 
そこで、以上の本アンケート回答者の個人属性分布を一般的なそれと比べて、特に違い

があるように思われる「年齢別」、「居住地別」、「環境別」において、更に具体的に考察を

加え（本章「3‐4」にて考察）、バイアスを把握し、必要に応じて調査結果を修正するこ
ととする。 

 
3‐3‐3 推計結果  

 
 本項では、回答者 232人からの 1326の選好データを用いて、各属性の限界効用を推計
した。それにより、多摩地域における森林整備による各属性の変化に、人々がどれだけの

価値を置くのかが把握できるようになる。効用のウェイトや有意性の結果は表 3.5 の通り
である。 

属性 係数 標準偏差 t 値 P 値 

植生種数の増加 （100 種） 1.0514  0.1251  8.4068  0.0000  

土砂災害リスクの減少 （100％） 0.9592  0.0982  9.7664  0.0000  

洪水時流量の減少（100％） 0.8387  0.0970  8.6500  0.0000  

利用可能水量の増加（1 倍） 0.2489  0.0871  2.8557  0.0022  

負担金 （10,000 円） -3.9523  0.2008  -19.6805  0.0000  

【全回答データ】 232 人 有効データ数＝1326 

表 3.5：森林整備コンジョイント全回答結果 

 
当表を見ると、全回答結果では全 5属性において 1%水準で有意となったことがわかる53。

この表に表示されている「係数」について説明すると、「植生種数増加」では「100種類増
加」が 1単位となっており、「土砂災害の減少」と「洪水時流量の減少」においても「100％
減少」が 1単位、更に、「負担金」においては「10,000円の支出」が 1単位となっている。
つまり、多摩地域における「植生種数の 100種増加」による効用の上昇は「1.0514」、「土
砂災害の 100％減少」による効用の上昇は「0.9592」、多摩地域における「洪水時流量の
100％減少」による効用の上昇は「0.8387」、「負担金 10,000円の支出」による効用の低下

は「3.9523」というウェイトになっている。「利用可能水量の増加」に関しては、東京都

                                                   
53 t値とは、t検定によって推計される２つの平均値の差の検定であり、それによって推計され
た値が「2」以上であれば、統計的に有意であるといえる。また p値は 0.05未満で「5%水準で
有意」となり初めて統計学上有意であるとされ、0.01未満は「1%水準で有意」と表され、有
意でない確率がより低いとされる。 
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民の「利用可能水量」が「1 倍増加する(＝仮に現状が 1 倍だとしたら 2 倍になる)」こと
によって、そのウェイトにおいて「0.2489」効用が上昇することを表している。 

 

属性 効用の価格表示（円） 

植生種数の増加 （種） 26.6 

土砂災害リスクの減少（％） 24.3 

洪水時流量の減少 （％） 21.2 

利用可能水量の増加（倍） 629.7 

負担金の支払い （円） -1 

表 3.6：全回答結果の効用の価格表 
 

また、表 3.6には、各属性の 1単位増加あたりの効用の増加が価格表示されている。す
なわち、これが本アンケート回答者の各属性 1 単位増加あたりの限界支払い意志額
（MWTP：Marginal Willingness To Pay）である。ただし、本アンケートでは回答者は
「個人」としてではなく「世帯」の代表として WTP を回答しているため、この MWTP
は 1 世帯あたりの値である。表 3D では 1 単位あたりの各属性のウェイトが「1 円」で統
一されているため、例えば多摩地域における「植物種数の増加」が「1 種」の 1 世帯あた
りの支払い意志額は「26.6円」と見ることができる。同様に、多摩地域における「土砂災
害の減少」の「1％」が「24.3 円」、多摩地域における「洪水時流量の減少」の「1％」が

「21.2円」、東京都民の「利用可能水量の増加」が「1倍」増えるあたりの価値が「629.7
円」ということになる。更に、当たり前であるが、「負担金の支払い」の「1 円」あたり
は「‐1円」と同じことであるから、以下の同様の表では省略する。 
コンジョイント推計によって算出されたこれらの係数は、本研究においては「多摩地域

における間伐」による各属性の増加の値に乗じることによって適用される。しかし、先に

も述べたように、この係数は偏った個人属性分布で計算されたものであるので、実際に適

用するべき係数とのズレが存在するはずである。そのため、個人属性別に考察を行い、修

正を加えることが望ましいであろう。 

  
3‐4 個人属性別分析  

 
本節では、全国の個人属性分布と比べて特に差異が大きいように感じられた「年齢別」、

「環境系別」、「居住地別」において、コンジョイント分析により各個人属性別の MWTP
を推計する。その目的は二つある。以上で推計した回答者のデータの個人属性分布割合と

全国の分布割合との違いがあるため、その推計結果には偏りが生じている。そのため、一

つ目の目的は、その偏りの度合いを把握し、「修正係数」を明確にすることである。「修正

係数」は「年齢別」、「環境系別」それぞれについて明確にするが、それらの係数は本推計
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結果を「間伐の効果」に適用させる際に、その偏りによるズレを修正するために使用する。

もう一つの目的は、「多摩地域における間伐の効果」を算出するために必要となる「母集団

ごと」のMWTPを明らかにするところにある。本研究が対象とする「間伐材利活用計画」
における間伐の効果を算出するためには、「全国」、「東京都」、「多摩地域」という区分にて、

それぞれの住民を母体とした計算が必要となるからである。 

 
3‐4‐1 年齢別  

 
 ここでは、「年齢別」にて分析を行う。まずは「年齢別」の分布割合の差を把握し、次に、

年齢別でのコンジョイント推計により各 MWTP を明らかにする。そして、最後にその各
MWTP を全国分布割合のウェイトに調整することによって、基の全回答データとの偏り
度合いを把握したい。 

 
（1）「年齢別」の分布割合  

 
まず、年齢別であるが、本調査票回答者の個人属性分布割合では「20代」が圧倒的に多

かった。そのため、「20代」と「20代以外」に分けて、両者の各属性に対する MWTPを
比較することにした。その前に、まずは回答者と全国民の年齢別での具体的な割合の差を

見てみる。 

 
図 3.6：年齢別の個人属性分布比較（全国民数と割合は「平成 17年国勢調査」を参照54） 

 
 図 3.6 には、全国における「20 代」と「20 代以外」の割合の差が示されている。これ
を見ると、本アンケート回答者では「20 代」が全国民の割合と比べて 50％以上も多く分
布していることがわかる。なお、「回答者割合」は、計算上の都合のため「人数」における

割合ではなく、「有効データ数」における割合が示されている（以下も同様）。 

                                                   
54 総務省統計局[37]「平成 17年国勢調査」 



 39 

 
（2）「年齢別」の推計結果  

 

  
【20 代】 147 人 

有効データ数＝859（65.4％） 

【20 代以外】 83 人  

有効データ数＝455（34.6％） 

属性 係数 標準偏差 t 値 p 値 係数 標準偏差 t 値 p 値 

植生種数の 

増加（100 種） 
0.9472 0.1538 6.1582 0.0000 1.3572 0.2206 6.1522 0.0000 

土砂災害リスク 

の減少（100％） 
1.0418 0.1219 8.5456 0.0000 0.8639 0.1718 5.0285 0.0000 

洪水時流量 

の減少（100％） 
1.1632 0.1249 9.3163 0.0000 0.3297 0.1577 2.0915 0.0185 

利用可能水量 

の増加（1 倍） 
0.3322 0.1088 3.0536 0.0012 0.1144 0.1499 0.7633 0.2228 

負担金 

（10,000 円） 
-4.3786 0.2545 -17.2080 0.0000 -3.2526 0.3370 -9.6518 0.0000 

表 3.7：「年齢別」の推計結果（全回答者 232人の内「年齢」未回答者 2人を除く） 

 
表 3.7は、「20代」と「20代以外」の両コンジョイント推計結果である（本表の「係数」

は異なる個人属性間では、ウェイトが異なるため単純比較はできない。しかし、以下の表

3.8のように価格表示であれば異なる個人属性間でも比較が容易である）。この表で注目す
べき点は二点ある。一点目は、「20 代以外」の推計結果では「利用可能水量」で有意な結
果とならなかったことだ。これは、「20 代以外」はあまり「利用可能水量」を重要視して
いないということを意味し、これによって「20代以外」における「利用可能水量の増加」
に対する MWTP は推計できないことになる。しかし、それ以外の各属性の推計結果は全

て 1％水準で有意な結果となっている。二点目は、「20 代」は「植生種数の 100 種増加」
よりも「洪水時流量の 100％減少」
の方が高い価値（＝高い効用）を感

じているのに対し、「20 代以外」で
は逆に「洪水時流量の 100％減少」
よりも「植生種数の 100種増加」に
対しての方が、圧倒的に高い価値と

して感じていることである。 

 
表 3.8は、「20代」と「20代以外」の MWTPの差を表示したものであるが、これを見

ると、「20 代以外」の方が、「20 代」と比べて「植生種数の増加」の１単位（１種類）あ
たりに対しておよそ倍の「20.1円」分、より多くの効用を感じていることがわかる。本ア
ンケート回答者の「20 代以外」のほとんどは「30 歳以上」であり、年齢が高い人ほど植

効用の価格表示（円） 

属性 20 代 20 代以外 

植生種数の増加 （種） 21.6 41.7 

土砂災害リスクの減少（％） 23.8 26.6 

洪水時流量の減少（％） 26.6 10.1 

利用可能水量の増加（倍） 758.7 有意でない 

表 3.8：年齢別の効用の価格表示 
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生の重要性を強く感じていると考えられるため、このような結果となったのであると推察

できる。逆に、「洪水時流量の減少」に関しては「20代」の方が、「20代以外」と比べて 1
単位（1％）あたりに「16.5 円」分より多くの効用を感じていることが把握できる。この
「洪水時流量の減少」は、多摩地域の森林整備によって「多摩地域における」洪水時の流

量が減少することであるから、回答者が「多摩地域に在住しているかどうか」に相関が高

いと思われる属性である。しかし、「20 代以外」における東京都での居住者は「83 人中
21人」と、他と比べて逆に高い割合となっているため、「20代以外」の「洪水時流量の減
少」に対するMWTPが低い理由は、ここでは推測できない。 

 
（3）「年齢別」における各 MWTP の調整  

 
次に、「年齢別」による偏りが存在する「全回答データ」における各属性のMWTPを調

整する。「全回答データ」は「20代」が 65％、「20代以外」が 34.6％の割合だが、各属性
の係数のウェイトを全国割合と同じように「20 代」を 12.3％、「20 代以外」を 87.7％に
して調節する。なお、利用可能水量に有意性が認められなかったためここでは省くことに

する。計算方法は以下の通りである。 

 
「20代」の各属性のMWTP×12.3％ ＋ 「20代以外」の各属性のMWTP×87.7％ 

 
ここで、「各属性係数」とは、表 3Dの通りであり、例えば「植生種数の増加」の属性係数
とは「21.6」である。 

 

属性 

年齢別調整後

の 

MWTP 

全回答データにおけ

る 

MWTP 

年齢別修正係数 ※ 

（全回答データとの

差） 

植生種数の増加 39.3（円/種） 26.6（円/種） 1.48 

土砂災害リスクの減

少 
26.2（円/％） 24.3（円/％） 1.08 

洪水時流量の減少 12.2（円/％） 21.2（円/％） 0.57 

表 3.9：「年齢別」調整後のMWTP 
（※年齢別調整後の各MWTPと全回答データにおける各MWTPの差を倍率で示したものである。） 

 
 表 3.9の「年齢別調整後のMWTP」の列には、上記の計算結果が記されている。これを
見てみると、全国分布では「20代以外」の割合が圧倒的に高いため、調整後は「植生種数
の増加」の MWTP が、基の「全回答データ」と比べて「12.7 円」(1.48 倍)も高くなった
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ことがわかる。一方、「土砂災害リスクの減少」に対する評価額は、「1.9円」（1.08倍）し
か差がなく、逆に「洪水時流量の減少」に関しては「9 円」低くなり、基のデータと比べ
て１世帯のMWTPはおよそ半額という結果が明らかになった。 
 こうして、表 3.9の「年齢別修正係数」の列に示されているように、「年齢別」における
「全回答データとの差」が明確になり、本回答結果を間伐の効果に適用させる際にこの係

数を乗じることによって、年齢別による偏りを調整することが可能となる。 

 
3‐4‐2 環境系別  

 

次に、「環境系別」にて分析を行う。ここではまず、本分析において「環境系」とは、ど

のような定義なのかを説明し、そのような人々が全国においてどれだけ存在するのかを推

計する。それによって、全国の分布割合と本アンケート回答者との差を把握する。それか

ら、環境系別にてコンジョイント推計により各MWTPを明らかにし、最後にその各MWTP
と基の全回答データとの偏りを把握し、「環境系別修正係数」を明確にしたい。 

 

（1）「環境系別」の分布割合  

 
ここでいう「環境系」とは、「仕事、NGO等、研究のいずれかにおいて『環境』に携わ

っている人」のことを指し、これは本アンケート調査票のⅢ-Q5の回答(「添付資料（１）」
参照)から割り出した。その質問では、複数回答可で①「森林に関する仕事をしている」、
②「環境に関わる NGOに勤務、又は活動のボランティアをしている」、③「企業で環境に
関わる業務を行っている」、④「環境に関する研究を行っている」という項目を設けた。そ

して、それらのいずれか一つに回答した者を「環境系」と定義したのである。これらの人々

は、それ以外の人々と比べ環境に対する意識が高く、推計結果に影響を与えると想定して

このような区分を行った。この「環境」という表現自体が抽象的であり、厳密に導き出す

ことは困難であるが、以下、全国におけるこれらの人々の割合を示すよう試みる。 

 
調査票のⅢ-Q5 の質問ごとに考察すると、まず①「森林に関する仕事をしている」とい

う項目の回答者は「林業従事者」や「森林組合従業員」などが考えられる。また、回答項

目③の「企業で環境に関わる業務を行っている」という項目は、少し拡大して「仕事にお

いて環境に携わっている」と解釈すると「環境に関わる業種の仕事をしている」あるいは

「企業内で環境に関わる部門を担当している」と考えられる。 

質問①、③に当てはまると推測できる業種を「産業（小分類）別全事業所数及び男女別

従業者数―全国（平成 18年）」（統計局）の中から抜き出して整理したものが表 3.10であ
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る55。これらの業種の従業員数を合計すると約 83万人となる。 

 
また、｢企業内で環境に関わる部門を担当して

いる｣者は、代表的な環境関連規格である

「ISO14001」の認証を得ている事業所件数か
ら推計した。「日本適合機構」によると、日本国

内において 2009 年 1 月 1 日までに ISO14001
の認証を受けた事業所数は 20777 件である56。

推測だが、仮にこれらの事業所 1件あたりに環
境に携わる人員が 3人いたとすると、約 6万人
という推計となる。 
更に、回答項目②の「環境に関わる NGOに勤務、又は活動のボランティアをしている」

に当てはまる国内人数は、「環境系の NGO 等団体」における「個人会員数」から約 200
万人であると推計した57。最後に、回答項目④の「環境に関する研究を行っている」人数

であるが、研究者全体の 7.6％が「環境分野」の研究を行っているという調査報告がある58。

そして、国内の博士課程の大学院生を含めた研究者の数は約 82万人であり59、修士課程の

大学院生の数は約 16万 5千人である60。それらの総数に環境分野の研究者率 7.6％を乗じ
るとおよそ 7万人が環境に関する研究を行っているということになる。 

 
環境に関わる業種の従業員数 約 83 万人 

企業の環境部門に携っている者 約 6 万人 

環境分野の研究者・大学院生 約 7 万人 

環境系団体の個人会員数 約 190 万人 

合計 約 286 万人 

内、重複率 17％  

「環境系」の推計人数 約 237 万人 

表 3.11：「環境系」の推計人数 

表 3.11は、以上のように推計した数の合計であり、本調査票の質問Ⅲ-Q5の回答項目①
～④に当てはまる「環境系」の合計人数は全国で「約 286万人」ということになる。しか
し、本アンケート結果において①～④の回答の中で、回答が重複している割合が 17％であ
る。つまり、17％の回答者が「環境のボランティアに携わっている」かつ「環境に関する

                                                   
55 同上 
56 財団法人日本適合性認定協会 HP[48]より 
57 環境省「平成 20年版環境統計集」[35] 
58 文部科学省[40]「我が国の研究活動の実態に関する調査報告 （平成 18年度）」 
59 文部科学省[23]（2007年）「平成 19年版科学技術白書」 
60 総務省統計局データベース[38] 

林業従事者 2 万 6123 人 

農林水産業協同組合 29 万 1176 人 

電気業  13 万 5788 人 

ガス業  3 万 4850 人 

熱供給業  2490 人 

石油製品・石炭製品製造業  3 万 2300 人 

廃棄物処理業 29 万 9163 人 

環境行政従事者 1 万 547 人 

計 83 万 2437 

表 3.10：環境関連業種等における従業員数 
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研究をしている」等、重複しているため、それらの人々は合計人数から除く必要がある。

それを参考として、合計人数の「約 286万人」においても同じように重複していると推測
し、重複率の 17％を引くと、「環境系」の推計人数は約 237万人となる。これを、全国民
の割合に当てはめると、「環境系」の人々は 1.8％程度ということになる（図 3.7）。 

 
図 3.7：環境系別の個人属性分布比較 

 
「環境系別」における全国割合と回答者割合の差は、図 3.7 の通りである。以上から推

計した全国における「環境系」の割合が 1.8％であるため、比較すると本アンケート回答
者の「環境系」の割合が著しく大きいことが確認できる。 

 
（2）「環境系別」の推計結果  

 
 次に、「環境系別」にコンジョイント推計を行い、本アンケート回答者の「環境系」と「環

境系以外」の各MWTPを明らかにする。推計結果は表 3.12の通りである。 

 

 
【環境系】 88 人  

有効データ数＝510（38.5％） 

【環境系以外】 144 人  

有効データ数＝816（61.5％） 

属性 係数 
標準 

偏差 
ｔ値 p 値 係数 

標準 

偏差 
t 値 p 値 

植生種数の増加 

（100 種） 
1.2689 0.2028 6.2570 0.0000 0.9091 0.1593 5.7061 0.0000 

土砂災害リスク 

の減少（100％） 
0.9268 0.1583 5.8550 0.0000 0.9914 0.1256 7.8917 0.0000 

洪水時流量 

の減少（100％） 
0.8602 0.1534 5.6092 0.0000 0.8303 0.1254 6.6201 0.0000 

利用可能水量 

の増加（1 倍） 
0.3567 0.1432 2.4908 0.0065 0.1828 0.1101 1.6605 0.0486 

負担金 

（10,000 円） 
-3.9282 0.3214 -12.2204 0.0000 -3.9787 0.2576 -15.4470 0.0000 

表 3.12：「環境系別」の推計結果 
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 表 3.12で着目すべき点は、二点ある。一点目は、「環境系以外」の「利用可能水量の増
加」の推計結果以外は全ての推計結果において 1％の水準にて有意な結果となったが、そ
れだけが 5％水準において有意であったことである。なぜ「環境系以外」の人々が「利用
可能水量の増加」に対する選好が低いのかは、ここでは読み取ることができないが、これ

まで総じて「利用可能水量」の有意性が低かった事から考えると、あまり重要視されない

属性であることが考えられる。二点目に着目すべき点は、「環境系」の人々が「植生種数の

100 種増加」に対する効用をその他の属性の上昇よりも多く感じていることである。ここ
から、環境に関心の高い人々が「生物多様性」にも重要性を感じているということが推測

できる。 

 

効用の価格表示（円） 

属性 環境系 環境系以外 

植生種数の増加 （種） 32.3 22.8 

土砂災害リスクの減少（％） 23.6 24.9 

洪水時流量の減少（％） 21.9 20.9 

利用可能水量の増加（倍） 907.9 459.5 

表 3.13：「環境系別」の効用の価格表示 

 
 表 3.13は価格表示による１単位当たりの効用の差であるが、この表から「環境系」の人々
が「環境系以外」と比べて「9.5円」分も MWTP が高いことが把握できる。また、「利用
可能水量の増加」に関しては 2 倍近くも MWTP が高いことがわかるが、この要因は不明
である。 

 
（3）「環境系別」における各 MWTP の調整  

 
最後に、「環境系別」での偏りが存在する「全回答データ」の各属性のMWTPの値を調

整する。「全回答データ」における推計結果のウェイトは「環境系」が 38.5％、「環境系以
外」が 61.5％の割合だが、全国割合と同じように「環境系」を.1.8％、「20代以外」を 98.2％
にして調節する。各 MWTP の「環境系別」による偏りを調整するための計算方法は、以
下の通りである。 

 
「環境系」の各属性のMWTP×1.8％ ＋ 「環境系以外」の各属性のMWTP×98.2％ 

 
ここで、「各属性のMWTP」とは、表 3.14の通りである。 
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属性 
環境系別調整後 

の MWTP 

全回答データ 

における MWTP 

環境系別修正係数 ※ 

（全回答データとの差） 

植生種数の増加 23.0（円/種）  26.6（円/種）  0.87  

土砂災害リスクの減少 24.9（円/％）  24.3（円/％）  1.03  

洪水時流量の減少 20.9（円/％）  21.2（円/％）  0.98  

利用可能水量の増加 467.5（円/倍）  629.7（円/倍）  0.74  

表 3.14：「環境系別」調整後のMWTP 
（※環境系別調整後の各MWTP / 全回答データにおける各MWTP） 

 
表 3.14の「環境系別調整後の MWTP」の列に上記の計算結果が記載されている。これ

をみると、全国分布では「環境系以外」の割合が圧倒的に高いため、調整後は「環境系」

の各MWTPの特徴がほとんど影響されなくなる。したがって、「環境系以外」と比べて特
に高かった「環境系」の「植生種数の増加」に対するMWTP「32.3円」（表 N参照）は、
調整後には「23.0 円」となり「10 円」近くも下がったことになる。そして、基の「全回
答データ」の「26.6円」と比べると「3.6円」（0.87倍）低くなったことがわかる。また、
｢利用可能水量の増加｣の MWTP も基の「全回答データ」の「629.7 円」と比較すると、
調整後は「467.5円」と「0.74倍」に低下した。一方、「土砂災害リスクの減少」と「洪水
時流量の減少」の係数に関してはあまり変化が無かった。 

 
こうして、「年齢別」に続き「環境系別」についても、表 3.14の「環境系別修正係数」

の列に示されているように、明確にすることができた。この係数は、本分析結果を間伐の

効果に適用させる際に、環境系別による偏りを修正するために用いられる。 

 
3‐4‐3 居住地別  

 
ここでは、個人属性別分析の最後として「居住地別」での分析を行う。最初に、全国民

と回答者との「居住地別」での分布割合の比較を行い、次に、コンジョイント推計によっ

て各MWTPを明らかにする。それによって、「多摩地域における間伐」による効果を算出
するために必要となる各母体（全国民、東京都民、多摩地域在住者）の推計結果が揃うこ

ととなる。 

 
（1）「居住地別」の分布割合  

 
まず、「居住地別」の分布割合であるが、本アンケート回答者の個人属性分布割合では「多

摩地域」と「東京都」が多いように感じられた。そのため、「多摩地域」、「東京都」、全国
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の「東京都以外」と三つに分けて、回答者割合と全国割合を比較する。 

 
図 3.8：居住地別の個人属性分布比較（全国民割合は「平成 17年国勢調査」を参照61） 

（小数点第 2位以下を四捨五入して計算したため、合計して 100%にならない場合もある。） 

 
 図 3.8 を見ると、全国分布割合と比べて、本アンケート回答者は東京都在住者（図 3C
の「多摩地域」と「東京都（多摩地域以外）」の和）が多いことがわかり、特に多摩地域在

住者が高い割合を示していることが見て取れる。 

 
（2）「多摩地域別」の推計結果  

 
 次に、本アンケート回答者を「多摩地域」と「多摩地域以外」の個人属性に分けて、コ

ンジョイント推計結果を考察する。推計結果は表 3Fの通りである。 

 

  
【多摩地域】 50 人 

有効データ数＝273（20.9％） 

【多摩地域以外】 179 人 

有効データ数＝1035（79.1％） 

属性 係数 
標準 

偏差 
t 値 p 値 係数 

標準 

偏差 
T 値 p 値 

植生種数 

の増加 

（100 種） 

0.4280 0.2737 1.5637 0.0595 1.1988 0.1421 8.4379 0.0000 

土砂災害 

リスクの減 

少（100％） 

1.1163 0.2213 5.0435 0.0000 0.8863 0.1106 8.0139 0.0000 

洪水時流 

量の減少 

（100％） 

0.7640 0.2200 3.4732 0.0003 0.8680 0.1094 7.9311 0.0000 

利用可能 

水量の増 

加（1 倍） 

0.1447 0.1894 0.7640 0.2228 0.2841 0.0993 2.8623 0.0021 

                                                   
61 同上 
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負担金 

（10,000 円） 
-4.4297 0.4675 -9.4763 0.0000 -3.8568 -0.2250 17.1382 0.0000 

表 3.15：「多摩地域別」の推計結果（全回答者 232人の内「居住地」未回答者 3人を除く） 
 
 表 3.15で重要な点は三点見られる。一点目は、「多摩地域」在住者の多摩地域における
「植生種数の増加」の属性で 5％水準にて僅かに有意ではなかったことである。二点目は、
同じく「多摩地域」在住者の東京都における「利用可能水量の増加」で有意な結果となら

なかったことである。そして、三点目は、「多摩地域」の方が「多摩地域以外」の在住者と

比べて、多摩地域における「土砂災害の減少」に高い効用を感じていることである。これ

らのことから、「多摩地域」の人々にとって自分達の身の上に起こり得る「土砂災害」に高

い関心を持っているということは当然であるから、その点においては妥当な結果となった

と言えるであろう。一方で、「植生種数の増加」と「利用可能水量」の有意性が低かった点

に関しては、土砂災害に対する関心が強かったことと、充分な回答者データ数が集まらな

かったという要因が考えられる。 

 
また、表 3.16は各属性の効用

の価格表示であるが、これを見

ると「多摩地域」在住者の「土

砂災害リスクの減少」に対する

MWTP は「多摩地域以外」在

住者のそれより「2.2 円」高い
結果となっている。しかし、多

摩地域における「洪水時流量の

減少」は、逆に「多摩地域以外」の人々のMWTPの方が「5.2円」も高い結果となってい
る。この要因を憶測することは難しいが、過去 10年間（平成 9年～18年)の東京都におけ
る水害記録を調べたところ、多摩地域における水害は 23区と比べて 10分の 1ほどであり、
人的被害もほとんど発生していないことから62、土砂災害と比べると危機感を感じにくい、

ということが要因として考えられる。 

 
（3）「東京都別」の推計結果  

 
 地域別での考察の最後に、「東京都別」にて推計結果を比較する。 
図 3.8 を見ても分かるように、回答者の東京都在住者の割合は「36.4％」であり、全国

における分布割合の「9.9％」と比べて差が大きい。 

                                                   
62 東京都建設局ＨＰ[46]「過去の水害記録」 

効用の価格表示（円） 

属性 多摩地域 多摩地域以外 

植生種数の増加 （種） 有意でない 31.1 

土砂災害リスクの減少（％） 25.2 23.0 

洪水時流量の減少（％） 17.3 22.5 

利用可能水量の増加（倍） 有意でない 736.7 

表 3.16：「多摩地域別」の効用の価格表示 
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【東京都】 84 人 

有効データ数＝476（36.4％） 

【東京都以外】 145 人 

有効データ数＝832（63.6％） 

属性 係数 
標準 

偏差 
t 値 p 値 係数 

標準 

偏差 
t 値 P 値 

植生種数の増加 

（100 種） 
1.0857 0.2109 5.1484 0.0000 1.0077 0.1566 6.4343 0.0000 

土砂災害リスクの 

減少（100％） 
0.8952 0.1653 5.4155 0.0000 0.9575 0.1231 7.7771 0.0000 

洪水時流量の 

減少（100％） 
0.7082 0.1630 4.3434 0.0000 0.9161 0.1223 7.4939 0.0000 

利用可能水量 

の増加（1 倍） 
0.1508 0.1438 1.0486 0.1474 0.3077 0.1107 2.7799 0.0028 

負担金 

（10,000 円） 
-3.9878  0.3367 -11.8426 0.0000 -3.9354  0.2531 -15.5473 0.0000 

表 3.17：「東京都別」在住者の推計結果（全回答者 232人の内「居住地」未回答者 3人を除く） 

 
 「東京都」と「東京都以外」のコンジョイント推計結果は、表 3.17の通りである。ここ
で重要な点は、「利用可能水量の増加」の属性において、「東京都」在住者のデータで有意

な結果とならなかったことである。この「利用可能水量の増加」は本調査票では「東京都

における利用可能水量の増加」として回答者の選好を調査したため、ここで「東京都民」

の充分なデータ数においても有意な結果とならなかったことは、決定的な意味を持つ。つ

まり、「利用可能水量の増加」の属性のMWTPを本研究が推計対象としている「多摩地域
における間伐の効果」で用いることは、適当ではないことを意味する。 
 表 3.18には「東京都別」での各属性のMWTPが示されている。この表で注目すべき箇

所は三つある。 
効用の価格表示（円） 

属性 東京都 東京都以外 

植生種数の増加（種） 27.2 25.6 

土砂災害リスクの減少（％） 22.5 24.3 

洪水時流量の減少（％） 17.8 23.3 

利用可能水量の増加（倍） 有意でない 781.8 

表 3.18：「東京都別」の効用の価格表示 
一つは、「植生種数の増加」に対する MWTP は「東京都」の方が、「東京都以外」より

若干多いことである。このことは、「多摩地域において植生種数が増加すること」は、距離

的に離れる人ほど、僅かではあるが重要だと感じなくなる、と捉える事ができる。二つ目

は、「東京都民」の「土砂災害リスクの減少」に対する MWTP（22.5 円）が、「多摩地域
在住者」のMWTP（24.9円）と比べ、低下したことである。ここでの｢土砂災害リスクの
減少｣は「多摩地域における土砂災害リスクの減少」であるから、「多摩地域以外の東京都
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民」の推計結果を加えて低下したことは、妥当であると言える。しかし、本来ならば東京

都には「多摩地域」が含まれるため、「東京都以外」の人々と比べ「多摩地域の土砂災害リ

スクの減少」は高く評価されるべきであるが、当結果ではなぜか「東京都以外」の人々の

方が高く評価している結果となっている。これは、何らかの理由で「東京都以外」の人々

が「多摩地域の土砂災害リスク」を過大評価したと考えられるかもしれないが、いずれに

しろ「東京都別」にて算出した「土砂災害リスクの減少」の MWTP の結果が、妥当であ
るとは言い難い。三つ目は、多摩地域における「洪水時流量の減少」の MWTP が「東京
都民」よりも「東京都民以外」の方が高い結果となったことである。これも、先の「土砂

災害リスクの減少」の結果と同じように、実情に反した結果となっている。「東京都以外」

という「多摩地域における土砂災害」や「多摩地域における洪水」の両影響を全く受けな

い人々が高い支払い意志額を示したということは、これはやはりこれらの両属性において

は過大評価をしたのだと考えられるだろう。 

 
ここまで、各個人属性別に推計結果を比較し、「年齢別」と「環境系別」においては全国

分布割合と本回答者割合のズレを修正するための「修正係数」を明確にすることができた。

また、「居住地別」に分析することによって、「全国民」だけでなく「多摩地域在住者」や

「東京都民」の各母体の推計結果を明らかにし、各推計結果の妥当性を考察することもで

きた。これにより、「多摩地域における間伐の効果」に本推計結果を適用させる際に必要な

材料が揃ったこととなる。 

 
3‐5 多摩地域における間伐効果の算出  

 
本節では、「多摩地域における間伐の効果」を貨幣換算にて算出する。ここで算出する間

伐効果とは、具体的には「多摩地域における無間伐林分 2 万 ha の間伐」による「森林の

多面的機能向上によりもたらされる便益」のことであるが、それを算出するための計算で

は、これまで推計した各属性の MWTP の結果を適用する事ができる。そして、ここで算
出された間伐効果の貨幣価値は、本研究の目的である「間伐材利活用計画の費用便益分析」

に適用できる。そこで、本節ではまず計算方法について説明をし、次に「植生種数の増加」、

「土砂災害リスクの減少」、「洪水時流量の減少」に分けて計算を行い、最後に統合して間

伐による総便益を明らかにする。なお、「利用可能水量の増加」については、東京都民にお

ける推計にて有意な結果が得られなかったため、その効果を算出対象から除くこととする

（本章「3‐4‐3（3）」参照）。 

 
3‐5‐1 間伐効果の貨幣換算方法  
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 本分析における多摩地域の間伐による各属性の便益は、以下の様な方法により貨幣価値

として表すこととする。 

  
①各効果におけるWTPを求める 

 まず、間伐による各効果に対する 1世帯あたりの支払い意志額（WTP）を求めることが
必要となる。ここで、各効果とは、無間伐林の間伐による各属性（「植生種数の増加」、「土

砂災害リスクの減少」、「洪水時流量の減少」）における定量的効果（それぞれ「11種増加」、
「10％減少」、「20％減少」）のことを言うのであるが、その時それぞれの属性の 1 単位の

増加に対する 1世帯あたりの支払い意志額（MWTP）を乗じることで、そのWTPが算出
されることとなる。 
 その際に、本アンケート回答者のバラつきによる各属性の推計結果の偏りを調整するた

めに、本章「3‐4‐１（3）」と「3‐4‐2（3）」にて推計した、「年齢別修正係数」（表 3.9）
と「環境系別修正係数」（表 3.14）を乗じることとする。しかし、ここで留意すべきこと
は、両方の修正係数を乗じることは過剰な計算になってしまう恐れがあることである。例

えば、環境系の人々の各属性における推計結果には、その中に 20 代の人々の選好傾向も
含まれており、逆に 20 代の推計結果においても環境系の人々の選好が考慮されているた

め、厳密にはそれぞれの比率を考慮した上での計算が望ましい。 

 

 環境系の内 全回答者の内 

20 代の割合 60.2％（53 人/88 人） 63.9％（147 人/230 人） 

20 代以外の割合 39.8％（35 人/88 人） 36.1％（83 人/230 人） 

表 3.19：「環境系」における年齢別の分布の偏り 

 

属性 
全回答者 

推計結果 
20 代以外 環境系 

植生種数の増加 （種） 27 円 42 円 （＋15） 32 円 （＋5） 

土砂災害リスクの減少 （％） 24 円 27 円 （＋3） 24 円 （0） 

洪水時流量の減少 （％） 21 円 10 円 （-11） 22 円 （＋1） 

表 3.20：「20代以外」と「環境系」のMWTPの偏りの差 
（小数点以下四捨五入） 

 
ただし、そのようなそれぞれの比率と各属性に対する効用のウェイトを把握した上で調整

を行うことは、非常に困難である。また、表 3.19 を見ると「環境系」かつ「20 代以外」
の割合は全回答者のそれと比べて僅かに高い割合となっているため、全回答者と比較した

「環境系」の選好の傾向はそれと比較した「20代以外」の選好の傾向と類似しているはず
であるが、表 3.20を見る限り、類似しているようには見られない。したがって、ここでは
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「環境系別」と「年齢別」の効用の変化に相関は見られず、相互に独立していると想定し

た上での計算でも過剰計算はあまり無いと考えられるため、近似的な方法として両修正係

数を乗じて調整を行うという方法を採用した。 

 
②各効果における総支払い意志額（TWTP：Total Wilingness To Pay）を求める 
このWTPは 1世帯あたりの支払い意志額であるので、適切な評価額を算出するためには、
各効果によって影響を受ける全ての人々の選好を考慮する必要がある。それでは、どれだ

けの人々の影響を考慮する必要があるのだろうか。鷲田（2005年）は、集計すべき人口の

単位として、基本的にはその環境が顕在的であれ潜在的であれ、選好の対象となる人々が

考慮されなければならず、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る、

としている63。そのため、各効果を及ぼす範囲区分を考察することにより決定し、その範

囲区分における世帯数を母体数として乗じることによって、総支払い意志額＝総便益評価

額（TWTP）を推計することとする。 

 
③各効果における TWTPを合計する 
 最後に、各効果における TWTPを合計する事によって、間伐がもたらす総便益評価額を

推計する。 

 
以上の方法により、多摩地域における無間伐林の間伐による便益が貨幣価値にて算出さ

れる。 

 
3‐5‐2 植生種数の増加における便益  

  
前項説明した方法に従って、まずは、多摩地域における間伐がもたらす「植生種数増加

の効果｣を貨幣価値にて算出する。本稿「2‐3‐1（２）」にて、多摩地域を含む人工林の
間伐により、植生種数が「11種」増加することが示された。そこで、多摩地域における間
伐によって「植生種数が 11 種増加」することに対する 1 世帯あたりの支払い意志額を
WTP(s)とすると、WTP(s)は以下の式により貨幣換算にてあらわすことができる。 

 
WTP(s) ＝ MWTP(s)×age(s)×eco(s)×11(種) 

 
ただし、 

 

                                                   
63 鷲田[27]（2005年）,p120 
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MWTP(s)：「植生種数の増加」のMWTP(東京都のデータ) =27.2 円/種（表 3.18参照） 
age(s)：「年齢別修正係数」 = 1.48（表 3.9 参照） 
eco(s)：「環境系別修正係数」 = 0.87（表 3.14 参照） 

 
である。これを計算するとWTP(s)＝385.6円という結果となる。 

 
次に、この植生種数増加によって影響を及ぼす

範囲を考察する。この多摩地域における「植生種

数の増加」の「植生の価値」のような生態系に含

まれる価値は、「非利用価値」としての分類である

「存在価値」や「遺産価値」としての性質も有す

ると考えられるため（本章「3‐1‐1」参照）、多
摩地域以外の人々の選好にも影響を与えることが考えられる。つまり、このような価値は、

利用されなくてもその存在が増加することそれ自体に、多くの人々が受動的に便益を感じ

ていると考えられる。表 3.21は、本章「3‐4‐3」にて推計した結果であるが、この表か
ら「多摩地域における植生種数の増加」は「多摩地域以外」の人々にも大きな効用を感じ

させていることがわかる。ところが、少し範囲を拡大した｢東京都別｣で効用の差を見てみ

ると、「東京都以外」の人々にとっての「植生種数の増加」に対するMWTPは低い結果と
なっている。それに、島嶼以外の東京都民にとっては、多摩地域の森林が唯一身近な森林

であるが、他県の在住者にとっては各在住地域に、より身近な森林が存在すると思われる。

そのため、多摩地域における「植生種数の増加」の効果を及ぼす範囲区分は「東京都」（島

嶼を除く）に限定し、「東京都民｣（島嶼以外）を母体数として TWTPを推計することとす
る。「多摩地域における植生種数の 11種増加」の総便益評価額を TWTP(s)とすると、計算
式は以下のようになる。 

 
TWTP(s) ＝ WTP(s) ×島嶼を除く東京都の世帯数 

 
ただし、島嶼を除く東京都の世帯数は 5,877,077 世帯（「平成 17 年国勢調査」参照64）で

ある。これを計算すると、植生種数増加の総便益である TWTP(s)は、「22億 6628万 2477
円」と評価される。 

 
3‐5‐3 土砂災害リスクの減少における便益  

 

                                                   
64 総務省統計局[37]「平成 17年国勢調査」 

「植生種数の増加」の MWTP 

多摩地域 有意でない 

多摩地域以外 31.1（円/種） 

東京都 27.2（円/種） 

東京都以外 25.6（円/種） 

表 3.21：居住地別「植生種数の増加」の MWTP 
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 次に、多摩地域における間伐による「土砂災害リスク減少の効果｣の評価額を割り出す。

本稿「2‐3‐2（2）」にて、間伐によって土砂災害リスクは「10％」減少すると推計した。
そこで、多摩地域における間伐によっても「土砂災害リスクが 10％減少」とし、それに対
する 1世帯あたりの支払い意志額WTP(d)は、以下の式によりあらわすことができる。 

 
WTP(d) ＝ MWTP(d)×age(d)×eco(d)×10(％) 

 
ただし、 

 
MWTP(d):「土砂災害リスクの減少」のMWTP(多摩地域データ) =25.2 円/％(表 3.16参照) 
age(d) ： 「年齢別修正係数」 = 1.08（表 3.9 参照） 
eco(d) ： 「環境系別修正係数」 = 1.03（表 3.14 参照） 

 
である。 

 
以上を計算するとWTP(d)＝280.3円という結果となる。この「土砂災害リスクの減少」

は「多摩地域における土砂災害リスクの減少」であるから、便益を及ぼす範囲を考えるな

らば「多摩地域」が妥当である。そのため、WTP(d)を求める上記の計算においても「多
摩地域在住者」における MWTP を用いたが、母体数としても｢多摩地域の世帯数｣を用い
ることとする。そこで、「多摩地域における土砂災害リスクの 10％減少」の総便益評価額
を TWTP(d)とすると、計算式は以下のようになる。 

 
TWTP(d) ＝ WTP(d) × 多摩地域の世帯数 

 
ただし、多摩地域の世帯数=1,730,596世帯（「平成 17年国勢調査」参照65）である。以上

の計算によって TWTP(d)＝4億 8514万 1260円という値が導き出される。 

 
3‐5‐4 洪水時流量の減少における便益  

 
 最後に、多摩地域における間伐による「洪水時流量減少の効果｣を貨幣換算にて算出す

る。本稿「2‐3‐3（2）」にて、無間伐林分の間伐による、間伐林分と比較した洪水時流
量の減少は「20％」減少すると推計した。そこで、この｢洪水時流量が 20％減少」するこ

とに対する 1世帯あたりの支払い意志額WTP(k)は、以下の式によって導き出せる。 

                                                   
65 同上 
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WTP(k) ＝ MWTP(k)×age(k)×eco(k)×20(％) 

 
ただし、 

 
MWTP(k) ：「洪水時流量の減少」のMWTP(多摩地域データ) = 17.3 円/％（表 3.16参照） 
age(k) ： 「年齢別修正係数」 = 0.57（表 3.9 参照） 
eco(k) ： 「環境系別修正係数」 = 0.98（表 3.14 参照） 

 
である。 

 
以上を計算すると WTP(k)＝645.5 円という結果となる。この多摩地域の森林間伐によ

る洪水時流量の減少によって便益を受けるのは、多摩地域在住者であると考えられる。そ

のため、WTP(k)の計算においても「多摩地域在住者」のMWTPデータを用いたが、母体
数としても｢多摩地域の世帯数｣を用いることとする。そこで、この「洪水時流量の 20％減
少」の総便益評価額を TWTP(k)とすると、計算式は以下のようになる。 

 
TWTP(k) ＝ WTP(k) ×多摩地域の世帯数 

 
ただし、多摩地域の世帯数＝1,730,596 世帯である。これによって洪水時流量の便益であ
る TWTP(k)は「3億 3345万 1331円」と算出される。 

 
3‐5‐5 多摩地域における間伐の総便益評価額  

 
 本項では、前項までに貨幣価値によって表された無間伐林の間伐による効果を統合する

ことにより、その便益額を明らかにすることとする。なお、この便益額は厳密に言うと「多

摩地域における無間伐林の間伐による森林の多面的機能向上がもたらす総便益評価額」の

ことである。 

 
以上で算出された「植生種数の増加」、「土砂災害リスクの減少」、「洪水時流量の減少」

の総便益評価額に、更に本項「2‐3‐4」にて表した「二酸化炭素吸収量の増加」の便益
も含め、統合する事とする。なお、1haあたりの間伐による「二酸化炭素吸収量の増加」

の便益は「1 万 4850 円」であるから、その値を 2 万 ha あたりに換算すると「2 億 9700
万円」となる。 
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属性 2 万 ha あたり 1ha あたり 

植生種数の増加（TWTP(s)） 22億 6628万 2477円 11万 3314円 

土砂災害リスクの減少（TWTP(d)） 4 億 8514 万 1260 円 2 万 4257 円 

洪水時流量の減少（TWTP(k)） 3億 3345万 1331円 1万 6673円 

二酸化炭素吸収量の増加 2 億 9700 万円 1 万 4850 円 

合計 33 億 8187 万 5068 円  16 万 9094 円  
表 3.22：多摩地域における間伐による便益額 

 
 表 3.22には、以上で算出した「多摩地域における間伐による森林の多面的機能向上」の
便益額が「2万 haあたり」と「1haあたり」に分けて表示されている。これを見ると、合
計した総便益額は間伐 2万 haあたり「33億 8187万 5068円」、間伐 1haあたり「16万
9094円」となったことが把握できる。次章における「あきる野市における間伐材利活用計
画」の間伐の便益額として、費用便益に組み込むことが可能である。 
 算出されたこれらの値について、次節では詳しく考察を行うこととする。 

 
3‐6 間伐の便益評価額の考察  

 
 本節では、この算出された便益額の妥当性や課題点、意義について考察する。 

 

機能の大分類 
A：森林の多面的機能評価額 

（日本学術会議による小分類と評価額） 

B：間伐の評価額 

（本分析結果） 

生物多様性保全 評価なし 植生種数の増加   11.3 万円/ha 

表面侵食防止       113 万円/ha 
土砂災害防止 

表層崩壊防止       33.8 万円/ha 
土砂災害リスクの減少 2.4 万円/ha 

水資源貯留         35 万円/ha 評価なし 

水質浄化          58.5 万円/ha 評価なし 水源涵養 

洪水緩和          25.9 万円/ha 洪水時流量の減少  1.7 万円/ha 

二酸化炭素吸収       5 万円/ha 二酸化炭素吸収量増加 1.5 万円/ha 
地球環境保全 

化石燃料代替エネルギー 0.9 万円/ha 評価なし 

その他 保健・レクリエーション    9 万円/ha 評価なし 

合計 281.1 万円 16.9 万円 
表 3.23：森林の多面的機能評価額と間伐の評価額の比較（百円以下は四捨五入） 

 
そのためには、他に間伐の便益を評価した事例と比較できれば望ましいが、これはこれま

で貨幣価値にて評価された例が存在しないため、感覚に頼らざるを得ない面がある。しか

し、この効果は森林の多面的機能が向上することにより発揮されるため、その機能の評価
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額と比較することによって、考察できることがあると考えられる。そこで、日本学術会議

（2001年）において報告された、森林の多面的機能の評価額を比較対象として用いて、考
察することとする66。 

 
 表 3.23は、森林の多面的機能評価額と、本分析により算出した「間伐による多面的機能
向上がもたらす便益評価額」の 1haあたりの値の比較である67。なお、当表においての間

伐による森林の多面的機能向上の分類は、「生物多様性保全機能」は「植生種数の増加」、

「土砂災害防止機能」は「土砂災害リスクの減少」、「水源涵養機能」は「洪水時流量の減

少」、そして「地球環境保全機能」は「二酸化炭素吸収量の増加」として、それぞれ対応さ

せて表示した（機能分類と間伐効果の対応については、本稿「2‐3」参照）。以下、当表
を参照しながら、本分析結果を①妥当性、②課題点、③意義に分けて考察を行う。 

 
①妥当性 
 表 3.23 において、A 列（森林の機能評価額）と B 列（間伐の評価額）の、それぞれ対
応する機能の評価額を比較する。まず、「土砂災害防止機能」においては、A列の「表面侵
食防止機能」（113万円/ha）と「表面崩壊防止機能」（33.8万円/ha）は B列の「土砂災害

リスクの減少」（2.4万円/ha）に対応すると考えられる。また、A列の「洪水緩和機能」（25.9
万円/ha）は、B列の「洪水時流量の減少」（1.7万円/ha）と対応し、更に A列の「二酸化
炭素吸収機能」（5 万円/ha）は B 列の「二酸化炭素吸収量の増加」（1.5 万円/ha）に対応
すると考えられる。 

 

対応する機能 
森林の機能 

（1ha あたり） 

間伐の効果 

（1ha あたり） 

森林の機能に対する 

間伐効果の割合（寄与率） 

土砂災害防止機能 146.8 万円 2.4 万円 1.7 ％ 

洪水緩和機能 25.9 万円 1.7 万円 6.4 ％ 

二酸化炭素吸収機能 5 万円 1.5 万円 30 ％ 

表 3.24：間伐効果の各森林の機能に対する割合 
（％は小数点第二位以下を四捨五入した） 

 
表 3.24は、対応するそれぞれの評価額に B列（間伐の評価額）に対して A列（森林の

評価額）を除算して割合を求めたものである。これを、各森林の機能に対する間伐が及ぼ

す効果の寄与率と考えるならば、「土砂災害防止機能」が間伐によって「1.7％」、「洪水緩
和機能」が間伐によって「6.4％」、「二酸化炭素吸収機能」が間伐によって「30％」寄与し
たと解釈できる。 
                                                   
66 日本学術会議[20]（2001年） 
67 同上,p20より、全国の森林の多面的機能評価額を全国の森林面積（2500万 ha）で除算して
算出。 
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そのような解釈にて妥当性を考えると、まず間伐による「土砂災害防止機能への寄与率」

（1.7％）は、過小評価のように感じられる。なぜなら、間伐によって土砂災害リスクが
10％減少するという変化は、その値以上に寄与すると思われるからである。次に、「洪水
緩和機能への寄与率」（6.4％）に関しても、少し過小評価となったと感じられる。その理
由も、間伐による洪水時流量の減少の定量的効果である 20％に対して低いからである。な
お、「二酸化炭素吸収機能」は、本コンジョイント分析にて算出した評価額ではないが、こ

の寄与率の 30％という数値は、間伐の適切な効果を表しているように思われる。 
 いずれにしろ、妥当性については、表 3.23の森林の多面的機能の評価額自体が適切な値

ではないかもしれないし、本分析にて算出した間伐の効果とは「多摩地域における無間伐

林の間伐の効果」であるから、性質が異なる部分も大きいため、憶測にならざるを得ない。

しかし、以上のように筆者の感覚において妥当性を考えた上では、「土砂災害リスクの減少」

と「洪水時流量の減少」については、過小評価である可能性が感じられる。 

 
②課題点 
 本コンジョイント分析における課題点は、①にて過小評価に感じられる結果となったと

いう点と、表 3.23 の B 列にて「評価なし」と記載されている箇所の評価がされていない点

の二点である。特に二点目において、「水資源貯留機能」に関連すると思われる「利用可能

水量の増加」について、本分析にて有意な結果として認められなかったことは、アンケー

ト調査票の構成等に問題があったということが考えられる。本研究の目的は、間伐の便益

を含む間伐材利活用計画の費用と便益を明らかにすることであるから、評価されていない

点があることで、更に便益額が過小評価となってしまったと懸念される。 

 
③意義 
一方で、このように間伐による便益が貨幣指標という目に見える形として表されたこと

は、本研究には以下の三つの意義があると考えられる。 
一つは、本章の目的であるが、こうして多摩地域における間伐の便益額が評価されたこ

とによって、「あきる野市における間伐材利活用計画」の費用便益分析において、適用でき

るようになったことである。 
二つ目は、表 3.23 の A 列にて「評価なし」と記載されている項目である「生物多様性

保全機能」についても間伐の効果を評価できたことである。これは、「非利用価値」である

とされる機能であるため、人々の意識があまり及んでいない価値である68。そのような価

値の向上が他の間伐の効果を大きく上回る便益として表されたことは、間伐の必要性を議

論する上で、重要な意味を持つ事になるであろう。 

                                                   
68 鷲田[27]（2005年）pp87-88 
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そして、三つ目は、本研究の意義として述べたように（本稿「1‐4」における一つ目の
意義）、間伐の便益が明らかになったことで、間伐実施等に関する具体的な議論が引き起こ

される可能性が創出されたことである。 

 
 以上、本分析では、過小評価の部分も感じられるが、人々の選好を考慮した上で、多摩

地域における間伐の効果を算出することができた。この便益額は、次章の間伐材利活用計

画の費用便益分析に適用できるし、間伐材利活用計画に関するより有意義な議論の材料と

しても利用できると考えられるであろう。 
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第 4 章 間伐材利活用計画の費用便益分析  
 
第 3章では、多摩地域の無間伐林の間伐による効果を分析し、1haあたりの効果を貨幣

価値にて割り出すことができた。そこで、本章ではその値を適用させ、「あきる野市におけ

る間伐材利活用計画」を事例に費用便益分析を行うこととする。そして、「間伐材利活用計

画において間伐の効果を含む環境影響が考慮されれば便益が費用を上回る」という仮説を

立証したい。 

 
4‐1 あきる野市における間伐材利活用計画  

 
 本研究では、間伐の効果を含めた費用便益分析を行う対象として、「あきる野市バイオマ

スタウン構想」における間伐材利活用の計画（以下「あきる野市における間伐材利活用計

画」と定義）を事例として選定した。その理由や背景を含め、本節では、あきる野市にお

ける間伐材利活用計画について説明する。 

 
4‐1‐1 あきる野市における森林と林業の背景  

 
 あきる野市は、東京都の多摩西部に位置しており、西部地域には山間地が広がり、市域

の 6割以上を森林が占めている。また、本市は、東京都の中で本市と八丈町だけである「特
定農山村地域」に指定されており69、森林や傾斜地が多く、まとまった平坦な土地が少な

いなど、農業上の諸条件が平地地域に比べて不利な状況であるとされている。そのため、

昭和 30年代頃から植林が盛んに行われ、かつては林業が栄えた。 
しかし、近年の木材需要の減少や、林家数の減少、林業従事者の高齢化の進展などの影

響を受け、本市における林業の現状は厳しいものとなっている70。また、本市の森林の内、

約 75.7％が人工林で占められており、全国平均の人工林割合 46％と比較して高い割合と
なっているにも拘らず、林業経営の低迷から間伐が実施されるずに放置される森林が多い

ことも問題となっている71。 
 このように、あきる野市においては、他の中山間地域と同様に林業の衰退や森林の手入

れ不足等の問題を抱えている。 

                                                   
69 「特定農山村地域」とは、「特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の
促進に関する法律」に基づき、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域であ

り、かつ、土地利用の状況、農林業従事者数等からみて農林業が重要な事業である地域として、

政令で定める要件に該当するものをいう。総務省[39]「法令データ提供システム」より 
70 バイオマス情報ヘッドクオーターＨＰ「あきる野市バイオマスタウン構想書」[42]（2005
年）,p1 
71 東京都産業労働局農林水産部森林課[16]（2007年）,p17 
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4‐1‐2 あきる野市バイオマスタウン構想  

 
 前項で説明したように、あきる野市は森林・林業上の問題を有しており、このような背

景から、本市では間伐や間伐材利活用は重要性の高いものであると認識されている。2006
年 3月に策定された「あきる野市環境基本計画」には「重点的に取り組むべき課題」とい
う事項があり、重点的に取り組むべき施策として森林管理や間伐材利活用などが掲げられ

ており72、また、同計画の「地域別環境づくりの方針」には、配慮事項として「あきる野

市バイオマスタウン構想の実現」（バイオマスタウンについては本稿「1‐１」参照）が位

置付けられている73。 
そこで、本項では本費用便益分析の対象となる「あきる野市バイオマスタウン構想」の

大筋と、これを対象として選定した理由について説明する。 
 まず、あきる野市バイオマスタウン構想とは、市内にて発生する林地残材や製材工場に

て排出される残材などの木質系のバイオマス（以下「木質バイオマス」）を利活用する計画

のことである。その目的は、3つ挙げられている。一つ目は、「環境保全」であり、間伐な
どの森林管理が進むことによる森林の健全化を目的としている。二つ目は、「地域の活性化」

であり、木質バイオマスの利活用を進めることによって、林業の活性化や観光振興、地域

ぐるみの活動の活性化などを狙いとしている。そして、三つ目は「環境の環づくり」を挙

げており、地域内での連携をつくったり、資源の地域内循環の環をつくったりすることを

目的としている。また、以下の二種類の利活用目標を掲げている。一つは、製材所から年

間 1554t発生する残材（樹皮や端材）の内、約 1100tを温浴施設の熱源や発電として利用
することを掲げている。そして、もう一つは、森林整備を行い、それによって年間約 4827t
発生する間伐材などの林地残材の内、2900t を木材製品として利用し、その製造過程で排
出される 420tを熱源として利用することである74。この「森林整備」と表現されていると

ころは、「間伐」であると解釈でき、また、「間伐などの林地残材」と表現されている部分

は、一般的に間伐材であると解釈できる。 
あきる野市バイオマスタウン構想は以上のように計画されているが、この間伐と間伐材

利活用の部分を本研究では「あきる野市における間伐材利活用計画」と定義し、費用便益

分析対象として選定する。その選定理由は、以下の３つである。 

 
①カスケード利用 
本計画では、間伐材を製品として利用し、その残材を熱利用する計画であり、このよう

                                                   
72 あきる野市[1]（2006年）「あきる野市環境基本計画」,p68 
73 同上,p85 
74 「あきる野市バイオマスタウン構想書」[42],pp9-10  
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な方法は「カスケード利用」と呼ばれる75。そのため、製品加工過程に発生する端材や樹

皮などを廃棄処分する代わりに有効活用するため、無駄が少なく効率的な利用方法であり、

コスト面においてもメリットが大きいと考えられたため着目した。 

 
②分析の容易性 
他のバイオマスタウン構想における間伐材の利活用計画と比べて、本計画の間伐材利活

用の流れは単純であり、構想書にて非常に分かりやすく示されている（次項にて説明）。そ

のため、費用便益分析も比較的に容易に行えると考えられ、そのことは適切な分析の実現

にも繋がると考えられる。 

 
③影響の大きさ 
多摩地域の森林は、島嶼を除く東京都における森林の全てである。つまり、多摩地域に

おける森林の便益は東京都民約 1200 万人という大多数に影響を及ぼしているため、他の
地域における森林と比べ、多大な便益として評価されることが期待できるためである。 

 
 以上の理由にて、本費用便益分析対象としてあきる野市の間伐材利活用計画を選定した。 

 
4‐1‐3 間伐材利活用計画のシステムフロー  
 以下、あきる野市における間伐材利活用計画の具体的な内容を、図 4.1を基に説明する。 

 
図 4.1：あきる野市バイオマスタウン構想のシステムフロー図76（一部抜粋） 

                                                   
75 カスケード利用とは、廃棄されたものをできる限り物質として使い（マテリアル利用）、利
用の末端としてエネルギー変換して利用するような利用方法のことである。小宮山宏ら[11]
（2005年）,p38 
76 「あきる野市バイオマスタウン構想書」[42],p6、全体図は添付資料（3）参照 

②  

③  

④  

①  
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図 4.1 は、本計画における利活用のフロー図であり、①～④は利活用のプロセスを表して
いる。順に説明すると、まず、①は間伐を行うことで、②はそれによって出現した間伐材・

林地残材を収集・運搬することを表している。そして、③にはそれらの材を「焼杉板」と

いう建築材に加工し、多摩地域内にて利用することが示されている（「炭」は製材工場の残

材を利用するとされているため対象に含めない）。これは「マテリアル利用」として分類す

る事ができ、2900t の間伐材を焼杉板として利用すると計画している。そして、④はその
焼杉板の製造過程に発生した端材や樹皮を、バイオマスボイラーやスターリングエンジン

を利用することによって、木材乾燥等に使用する熱エネルギーとして利用したり、発電利

用したりすることを表している。これは「熱利用」として分類でき、本計画ではマテリア

ル利用の過程で発生した残材の 420tを熱利用すると予定されている77。また、製材工場の

残材を本市内にある温泉施設にて熱利用することも計画に含まれており、既に取り組みは

始まっている78。しかし、本研究は①～④の間伐材利活用までを対象として費用便益分析

を行うため、製材工場残材の利用については対象としない。また、③の焼杉板製造の詳細

を調査する事ができなかったため、「焼杉板」ではなく「杉合板」として、その販売までを

境界として分析を行うこととする。 

 
4‐2 費用便益分析方法  

 
あきる野市における間伐材利活用計画（以下「本間伐材利活用計画」）は、まだ現状では

ほとんど行われていない79。そのため、費用便益分析においては、図 4.1 にあるような計
画に則して、シナリオや前提条件を設定し分析を行うこととする。そのため、本分析にて

使用される費用や便益のデータは、様々な調査や研究からのデータを参考として、それを

できる限り本計画に沿う形で適用した。 

その具体的な方法であるが、まずは図 4.1 のシステムフローに沿って、本間伐材利活用
計画の本分析におけるシナリオや前提条件を設定する。そして、その条件に即した調査デ

ータを基に「経済面における費用便益」と｢環境面における費用便益｣に分けて利用量「1t
あたり」の費用便益額を算出する。最後に、本計画における間伐材利活用量を乗じ、統合

することによって費用便益を明らかにする。それによって、「間伐材利活用計画において間

伐の効果を含む環境影響が考慮されれば便益が費用を上回る」という仮説を立証したい。 

 

                                                   
77 「あきる野市バイオマスタウン構想書」[42],p9 
78 「あきる野市環境経済部環境課」への聞き取り調査より「間伐材利活用はまだほとんど始ま
っていないが、温泉施設での製材残材利用は始まっている」との回答を得た。 
79 同上 
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4‐2‐1 シナリオ設定  

 
 本間伐材利活用計画のマテリアルフローやプロセス等のシナリオは、図 4.1 のシステム
フローに基づき以下の図 4.2のように設定する。 

 
図 4.2：間伐材利活用計画のマテリアルフローとプロセス 

 
 図 4.2は、図 4.1のあきる野市バイオマスタウン構想の①～④の間伐材利活用の計画（以
下、「間伐材利活用計画」と定義）を想定し、マテリアルフローをプロセスに分けて図式化

したものである。まずは、分析対象とするプロセスと範囲について説明する。当図の①～

④は図 4.1のそれらと対応しており、「間伐」、「運搬」、「マテリアル利用」、「熱利用」とい
うプロセスに分けた。また、①～④の各プロセスの範囲を以下のように設定する。 

 
① 間伐：間伐して土場まで集材・搬出(伐出)するまでのプロセス。その間の枝落とし
や玉切りなどの造材作業も含める（丸太として搬出する）80。 

② 運搬：土場から原木市場（多摩木材センター81）を経由し、製材工場へ運搬するま

でプロセス。 
③ マテリアル利用：各製材工場において杉合板として製造され、多摩地域内の小売

業者に販売されるまでのプロセス。 
④ 熱利用：製品の製造過程において発生した残材をチップ化し、熱利用され灰処理

がされるまでのプロセス。 
 次に、図 4.2のマテリアルフローについて説明する。当図を見ると、「①間伐」のプロセ
                                                   
80 通常の伐採のみの間伐を「切り捨て間伐」と言うのに対しそのように、利用が前提での集材
や搬出などを含む間伐のことを「搬出間伐」と言う。 
81 多摩地域の木材流通は、「多摩木材センター」という原木市場を経由して製材工場へ運搬さ
れる。東京都花粉症対策本部 HP[49]参照。 

①間伐（あきる野市内の無間伐林にて）  
【2900t】の間伐材が土場まで搬出される(枝条は含めない) 

②運搬（土場→原木市場→製材工場）  
【2900t】の間伐材が土場から製材工場まで運搬される 

③マテリアル利用（製材工場にて）  
【2900t】の間伐材が、【2480t】の杉合板に加工される 

④熱利用（製材工場にて）  
【420t】の残材(③の過程で発生したもの)が熱利用される 
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スにおいて、枝落としや玉切りなどの造材を施した間伐材 2900tを得て、それを製材工場
まで運搬し、マテリアル利用を行う。そこで 2900tの間伐材は 2480tの杉合板に加工され、
残りの残材 420tは熱利用されることとなる。 
以上のフローと範囲でのシナリオ設定で費用便益分析を行うこととする。なお、本稿「4

‐3」における費用便益分析では、各プロセスにおける重量「t」あたりの費用と便益を算
出するが、その際、①～③のプロセスにおいては、①における枝条を取り除いた間伐材の

重量をベース（以下「原木ベース」と定義）として計算を行い、④はマテリアル利用の段

階で発生する残材におけるベース（以下「残材ベース」と定義）で計算を行う。 

 
4‐2‐2 分析対象とする費用便益  

 
あきる野市の間伐材利活用計画の実施において、分析対象とする費用便益は、以下の通

りである。 

 

図 4.3：間伐材利活用計画のフローと費用便益 
 
図 4.3 には、本間伐材利活用計画の実施により想定される「経済面」と「環境面」の各

プロセスにおいて考えられる効果が表示されている。各項目の「‐」が費用で「＋」が便

益を意味しており、「経済面」の行には、本計画の実施に伴う社会的な費用や便益が示され、

「環境面」の行には、経済活動には組み込まれていない、環境面における費用や便益（外

部不経済・外部経済）が示されている。ただし、この費用便益は社会全体として考慮した

費用便益であるため、これを二極端に正負として分類することは、単純であると言える。

例えば、地域単位で見ると、経済面における費用は、あきる野市内において有効需要が創

出されるという意味において便益であるとも言える。この点については、本章の「4‐5‐
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2」にて考察を加えることとするが、本費用便益分析上の解釈としては、費用便益は図 4.3
の通りとする。 
各費用便益の項目について説明する。まず「経済面」の費用であるが、間伐費用や運搬

費用、製品の製造・輸送費用、またボイラーなどの設備費、チップ化に伴うコストなどが

利用に至るまでの経費として考えられる。一方、「経済面」の便益は、「マテリアル利用」

においての製品（杉合板）の販売収入や、「熱利用」においては間伐材を化石燃料の代替と

して利用する事による、燃料費の削減の二つが挙げられる。 
 次に、「環境面」の費用（この場合の費用とは「環境負荷」のこと）であるが、①～④の

各工程において、作業上の機械使用等によるエネルギー使用で CO2排出が伴うことが予想

できる。一方、「環境面」の便益、つまり環境に対して好影響を与える項目であるが、これ

は二つ考えられる。一つ目は、第 3章で分析した間伐による森林の多面的機能向上がもた
らす便益である。当分析によって算出した効果は、「多摩地域における間伐」の効果のため、

多摩地域である「あきる野市」での間伐の効果は、そのまま適用可能である。また、この

間伐の便益は、「無間伐林の間伐」によって初めて生じる便益であるが、あきる野市におい

て人工林の手入れ不足が問題となっている状況（本章「4‐１」にて説明）を鑑みれば、
これもそのまま適用できると考えられる。そして、もう一つは「熱利用」において、木質

バイオマスである間伐材を利用することによる、化石燃料代替分の CO2削減効果である。 
 本間伐材利活用計画では各プロセスにおいて以上のような費用便益が想定され、本分析

ではプロセスごとに、経済面・環境面に分けて費用便益を分析することとする。 

 
4‐2‐3 前提条件設定  

 
 本稿では、費用便益分析を行う前に、本分析における前提条件を以下に示す。 

 
・間伐材の材積・重量換算 
材積（㎥）と重量（t）の換算では、林野庁の試算である「針葉樹 1㎥ = 2.2ｔ」を用いる
こととする82。 

 
・流通経路 
間伐はあきる野市内の山地で行われ、その間伐材が近隣の西多摩郡日の出町にある「多

摩木材センター」という原木市場を経由してから、再びあきる野市内の製材工場へと運搬

されることとする。現状では、あきる野市も含め、伐採された多摩地域の木材は、「多摩木

材センター」を経由しているので83、本間伐材利活用計画においてもそれが現実的だと思

                                                   
82 林野庁企画課[32]（2007年）「平成 18年木材需給表」 
83 有限会社中嶋材木店 HP[50]参照 
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われる。また、あきる野市内の製材工場で製造された杉合板は本計画通り（図 4.1 参照）、
多摩地域内に供給（販売）されることとする。 

 
・原料利用率 
本間伐材利活用計画では、2900t の内、2480t をマテリアル利用し、その過程で排出さ

れた樹皮や木屑、端材などの 420t を熱利用するとしている。これを本分析では 2900t を
製品の製造に利用し、その内 2480tが製品（杉合板）として利用され、残りを熱利用する
と解釈する。つまり、一般的には、製材加工において木材の歩留まり率（原料利用率）は

60％くらいであるのだが84、本分析では杉合板製造における原料利用率を 2480t / 2900t＝
約 85.5％ということとして分析を行う。 

 
・熱利用 
本間伐材利活用計画における「熱利用」は、実際にはまだほとんど実施されておらず85、

また、本計画は、木材乾燥等としての熱エネルギーの利用や、発電としての利用を行うと

いう漠然とした計画である。そこで、本分析においては、発電利用よりも熱エネルギーと

してのみの利用の方が経済的であるという事例を勘案し86、計画において導入される設備

は直接燃焼熱利用（木質バイオマスを燃焼し発生する熱エネルギーのみを利用）としての

設備とする。設備規模は、全国的な導入例の多い 10t/日の規模のデータを例とし、その場
合の発熱量は 9.8GJ/t、熱効率は 80％の設備として想定する87。 

 
・利用形態 
熱利用する際には、間伐材をチップ化し「木質チップ」として利用することとする。 

 
・カーボンニュートラル 

熱利用での間伐材（木質チップ）の燃焼は、カーボンニュートラルとして、CO2排出ゼロ

と見なすこととする88。 

 
 以上のシナリオ設定や分析対象、前提条件等を基に、次節より本間伐材利活用計画を事

                                                   
84 鳥取県[51]（2007年）「鳥取県農林水産部農林総合研究所林業試験場 平成 19 年度業務報告」 
85 あきる野市における木材協同組合の話によると、まだ 1箇所の製材工場において小規模なも
のを導入したに留まるとのことである。 
86 中国経済産業局[15]（2007年）,p57,p60 
87 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構[18]（2005年）,p73,より設備例参照 
88 バイオマスを燃焼すること等により放出される二酸化炭素は、生物の成長過程で光合成によ
り大気中から吸収した二酸化炭素であることから、ライフサイクルの中では大気中の二酸化炭

素を増加させない。この特性を称して「カーボンニュートラル」という。農林水産省[30]「平
成 18年度食料・農業・農村の動向」より 
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例として「経済面」と「環境面」の費用便益を分析し、「間伐材利活用計画において間伐の

効果を含む環境影響が考慮されれば便益が費用を上回る」仮説を立証する。 

 
4‐3 間伐材利活用計画における経済面の費用便益  

 
まず、本節ではあきる野市における間伐材利活用計画の「経済面」における費用便益を

各調査データに基づいて推計する。 

 
4‐3‐1 経済面の費用  
 経済面における分析として、まずは本間伐材利活用計画における経済面の「費用」を明

らかにし、全てにおいて 1tあたりで算出する。 

 

各プロセス （円/㎥） （円/t） 

①間伐費用 伐出・造材 9,125 20,076 

運搬 2,102 4,624 
②運搬費用 

市場仲介料 1,200 2,640 

製造費 9,900 21,780 
③マテリアル利用 

製品輸送 2,566 5,644 

④熱利用 直接燃焼熱利用 16,700 

表 4.1：間伐材利活用計画における経済面の費用 
（①～③の重量(㎥)・材積(t)は間伐材の原木ベースであり、④は残材べースでの値である。） 

 
 表 4.1 は、図 4.3 に示した各プロセスに対応するように分類した、本間伐材利活用計画

に関わる全ての経済的費用である。なお、④以外のデータは全て「円/㎥」で示してあっ
たため、「針葉樹 1㎥ = 2.2ｔ」（本稿「4‐2‐3」参照））を適用して、「円/t」に換
算した。以下、プロセスごとに説明する。 
 
①間伐費用 
スギ主伐の場合、1993年～2004年までの伐出・造材コストの平均は 6,902円/㎥となっ

ている89。そして、主伐と間伐における 2004年の伐出・運材コストは、間伐の方が 32.2％
ほど高いため90、主伐の場合のコストに 32.2％増しで間伐の伐出・造材コストを算出する
と「9,125円/㎥」となった（表 4.1）。このコストには、人件費や機械費などが含まれてい
                                                   
89 野田[22]（2006年）、p487 
90 足立[2]「木質材料及び木質構造のこれからを考える若手の会」,p17 
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る。ただし、当コストは全国平均から算出した値であるから、集材方法や搬出距離によっ

てコストは異なる。参考として、林地残材の集材方法別の伐出・造材費は、従来の「定置

式集材機」だと 12,021円/㎥、高性能林業機械である「スイングヤーダ」を使用すると 7,903
円/㎥、車両系集材だと 4,397 円/㎥である（各機械費や燃料・油脂費も含む）91。そして、

東京都の林業機械設置数は「定置式集材機」が 36台、「スイングヤーダ」が 2台、車両集
材用の「クレーン付きトラック」が 7台であるため、それらの割合を使用割合であると仮
定してコストを考えると、それなりに的確な額であると思われる。 

 
②運搬費用 
表 4.1の運搬費 2,102円/㎥は、枝条を除いた間伐材の運搬の場合で、距離が 20kmでの

額である92。本間伐材利活用計画では、「多摩木材センター」を経由することが前提で想定

している（本稿「4‐2‐3」参照）。多摩木材センターとそこから一番離れたあきる野市の
端までの直線距離が 9kmであったため93、仮にあきる野市の端から原木市場までを往復し

たとしても直線距離にて 18kmである。そのため、本分析に適用させる 20kmの運搬距離
での費用は、適当な値であると考えられる。また、市場仲介料とは、原木市場を経由する

際の売上手数料とはい積み料を合計した額であり、1,200円/㎥となる94。 

 
③マテリアル利用費用 
 本分析における「マテリアル利用」とは、間伐材を杉合板に加工し、小売業者に販売す

るまでのプロセスのことである。表 4.1には製造費用が 9,800円/㎥とあるが、これは林野
庁の製材工場規模別での、素材使用量年間 1万㎥以下における製材費用データを引用した
ものである95。また、製品輸送費用の 2,566 円/㎥とは、材積が製品ベースにおける 3,000
円/㎥の値を、本間伐材利活用計画の前提である歩止まり率 85.5%（本稿「4‐2‐3」参照）
で乗じて算出した、原木ベースでの値である96。 

 
④熱利用費用 
 「熱利用」では製品加工過程に発生した間伐材の残材（端材やバークなど）を燃焼させ

て木材乾燥等に利用することを想定する。本分析の分析方法で示したように（本稿「4‐2
‐3」参照）、本間伐材利活用計画における熱利用の施設規模は 10t/日の規模のものを例と
し、その場合の費用は 16,700円/t（残材ベース）である（表 4.1）。この費用には、熱利用

                                                   
91 中国経済産業局[15]（2007年）,p54 
92 小澤[8]（2007年）,p31 
93 「Mapion」HP[52]の地図ツール「キョリ測」 
94 足立[2]（2007年） 
95 林野庁「森林・林業・木材産業をめぐる情勢の変化」平成 18年 1月、p25 
96 野田[22]（2006年）,p487 
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するためのチップ化コストや、設備費用、ユーティリティー費（運転維持費）、灰処理費、

人件費等が含まれる97。また、この設備データは、全国における木質バイオマス燃焼施設

の情報を基に算出されたデータである98。 

 

利用方法  費用  
マテリアル利用まで（①+②+③）の合計費用

（原木ベース） 
54,764 (円/t) 

熱利用 （④） 16,700 (円/t) 

表 4.2：経済面の費用合計（マテリアル利用までは「原木ベース」で、熱利用は「残材ベース」） 

 
 以上、本間伐材利活用計画における「間伐から利用に至るまで」の経済面での費用の合

計額は、表 4.2の通りである。「マテリアル利用」として杉合板が小売業者に販売するまで
に、①間伐、②運搬、③製造・輸送などを経て、間伐材 1t あたり（原木ベース）54,764
円のコストがかかると推計される。また、「熱利用」においては、本計画では製品加工過程

における残材を利用するため①と②のプロセスを経ない。したがって、直接燃焼熱利用と

して、費用はそのまま 16,700円/t（残材ベース）となる（表 4.2）。 

 
4‐3‐2 経済面の便益  

 
 一方、本間伐材利活用計画にて想定される便益は、表 4.3の通りである。 

 

利用方法 便益源 便益額 

マテリアル利用 杉合板販売益 37,628 (円/t) 

熱利用 重油利用削減分 16,100 (円/t) 

表 4.3：間伐材利活用計画における経済面の便益 

 
 まず、「マテリアル利用」における便益であるが、これは間伐材を使用した杉合板の製品

を事例とした。現在、間伐材の製品として価格が設定されている事例は少ないが、全国森

林組合連合会の間伐材利用支援事業例の一つである徳島県木材協同組合の杉合板には、

20,000円/㎥（材積は製品ベース）の価格設定がされており99、それを適用することとする。

その価格を原木換算するために、本計画にて前提としている原料利用率 85.5%（本稿「4
‐2‐3」参照）を乗じると 17,104円/㎥となり、更に tあたりに換算すると 37,628円/tと
                                                   
97 中国経済産業局[15]（2007年）p57,p60 
98 同上,pp73-74 
99 全国森林組合連合会 HP[53]より 
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なる。 
 次に、「熱利用」における便益であるが、これは前提にあるように設備規模を 10t/日と
して推計された額である（本稿「4‐2‐3」参照）。熱利用では直接燃焼によって熱エネル
ギーを木材乾燥等に利用するのだが、その際に間伐材を重油の代わりに利用することによ

って重油が削減できる。基にしたデータでは、その重油削減分の価格を C 重油価格 46.7
円/ℓ（2007年 1月）で計算しており、便益額を 16,100円/tとしている100。この便益は木

質チップ利用としての値であるから、本分析においてもこの価格を残材ベースにおける利

用量あたりの便益として、そのまま適用することとする。 

 
 以上の推計された便益と費用を比較すると、「マテリアル利用」の場合は間伐からの経費

を含めて計算すると、費用（54,764円/t）‐便益（37,628円/t）により費用が 17,136円/t
となり、便益よりも大幅に上回る結果となった。また、「熱利用」の場合においても、費用

（16,700 円/t）‐便益（16,100 円/t）により、残材利用 1t あたりに僅か 600 円、費用が
上回ることとなる。このように、「経済面」のみで見ると、両利用方法において費用が上回

るという結果となった。利用規模や利用技術などによっても異なるし、本分析では補助金

などの支援金は考慮されていないが、この結果こそが、間伐材利活用が促進されない現状

を表していると言える。 

 
4‐4 間伐材利活用計画における環境面の費用便益  

  
「経済面」においては費用が勝る分析結果となったが、本節では、あきる野市における

間伐材利活用計画の「環境面」の費用便益を分析する。 

 
4‐4‐1 環境面の費用  

 
 まずは、本間伐材利活用計画における、環境面での費用を推計する。環境面の費用とは、

環境負荷のことであるから、ここでは各プロセス（①間伐、②運搬、③マテリアル利用、

④熱利用）における CO2排出がそれにあたる。各プロセスにおける限界 CO2排出量を求

めていき、最後にそれぞれを貨幣換算する。 
 表 4.4は燃料使用 1単位あたりの CO2排出係数表である。この排出係数を適用して、各

プロセスにおける CO2排出量を求めることとする。 

 

 

                                                   
100 中国経済産業局[15]（2007年）,p57 
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使用燃料 CO2排出係数 （単位） 

ガソリン 2.322 （kg-CO2/ℓ） 

軽油 2.619 （kg-CO2/ℓ） 

電気 0.555 （kg-CO2/kWh） 

表 4.4：CO2排出係数表（「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第３条（平成 18年 3 
月 24日一部改正）」より作成101） 
 

プロセス 作業 使用機械 燃料 燃料使用量 CO2排出量 

伐採 

(間伐） 
チェーンソー ガソリン 0.32 (ℓ/㎥) 0.75 (kg-CO2/㎥) 

造材 プロセッサ 軽油 4.53 (ℓ/㎥) 11.87 (kg-CO2/㎥) 

集材 タワーヤーダ 軽油 1.30 (ℓ/㎥) 3.39 (kg-CO2/㎥) 
①間伐 

土場への 

運搬 
フォワーダ 軽油 4.32 (ℓ/㎥) 11.30 (kg-CO2/㎥) 

②運搬 
工場への 

運搬 
トラック 軽油 2.72 (ℓ/㎥) 7.12 (kg-CO2/㎥) 

製材    20.89 (kg-CO2/㎥) 

合板製造    738.42 (kg-CO2/㎥) ③マテリアル利用 

製品輸送    2.30 (kg-CO2/㎥) 

粉砕機 電気 31.85 (kWh/㎥) 17.68 (kg-CO2/㎥) ④熱利用 チップ化 
コンベア関係 電気 0.75 (kWh/㎥) 0.42 (kg-CO2/㎥) 

表 4.5：各プロセスの CO2排出量（①～③の材積(㎥)は原木ベース、④は残材ベース） 
 
 表 4.5は、各プロセスにおける CO2排出量の表である。当表のプロセス「①間伐」、「②

運搬」、「④熱利用」の CO2排出量は「間伐材から生産されたペレットおよび灯油の大気汚

染物質排出量および環境コスト評価」を基に102、本間伐材利活用計画に即したプロセスの

みを分析対象として作成した。その際、マテリアル利用までは原木ベースで、熱利用では

残材ベースにて 1㎥に換算して使用燃料量を算出した。また、その値に表 4.4の排出係数
表を適用させることにより、1単位あたりの CO2排出量を推計した。ただし、当表の「③

マテリアル利用」における CO2排出量は、「木材製品の LCA」を基にして排出量のデータ

のみを引用した103。なお、当推計結果に機械自体の製造や廃棄における排出は含まれてい

ない。以下、プロセスごとに説明する。 

 
 ①間伐 
 間伐では「伐採」、「造材」、「集材」、「土場への運搬」という過程において、それぞれ機

械を使用する。そのため、それらの機械で使用する燃料から CO2排出量を算出した。まず、

                                                   
101 環境省地球環境局[36]（2006年） 
102 中村ら[19]（2006年） 
103 沖[9]（1999年）,pp100-102 
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「伐採」ではチェーンソーが使用され、そのガソリン消費（0.32ℓ）による CO2排出量が、

原木 1㎥あたり 0.75kg-CO2となる。「造材」では、チェーンソー等を利用する場合もある

が、ここではプロセッサの使用を事例として用いた。プロセッサでは軽油を燃料とし、

11.87kg-CO2/㎥と推計できた。「集材」では、タワーヤーダ（人工支柱付き集材機）とい
う旧来の集材機よりも高性能の集材機を事例とした値を適用し、3.39kg-CO2/㎥という結
果となった。「土場への運搬」の作業では、フォワーダ（積載集材車両）を使用するとし、

原木 1㎥あたり 4.32ℓの軽油消費により、11.30kg-CO2が排出されると割り出した。 

 
②運搬 
 ここでの「運搬」は、あきる野市内の山地にある土場から、日の出町の多摩木材センタ

ーを経由して、再度あきる野市にある工場へ戻ってくる経路での運搬である（本稿「4‐2
‐3」参照）。その距離を、経済面の費用で用いた値と同じく「20km」に設定して修正す
ると（基にしたデータでは「22.1km」の設定であった104）、原木 1㎥あたりの軽油の消費
量が 2.72ℓ、CO2排出量が 7.12kg-CO2と算出された。 

 
③マテリアル利用 

マテリアル利用とは「杉合板」を製造し、輸送する過程のことであるが、「製材」、「合板

製造」、「製品輸送」の作業ごとにおける CO2排出量を算出した。 

 

作業 製品 1 ㎥あたり （CO2換算） 原木 1 ㎥あたり 

製材 8.68 (kg-C) 31.84 (kg-CO2) 20.89 (kg-CO2) 

合板製造 306.91 (kg-C) 1125.35 (kg-CO2) 738.42 (kg-CO2) 

製品輸送  0.96 (kg-C) 3.51 (kg-CO2) 2.30 (kg-CO2) 

表 4.6：合板の製造・輸送炭素排出量 

 
表 4.6 は、「木材製品の LCA」の合板（特定の合板ではなく一般的なデータを基に平準

化されたもの）における製造・輸送データを用いて、各作業における製品 1㎥あたりの炭
素排出量を示したものである105。しかし、当データでの合板の輸送距離は「50.6km」の
輸送という設定であったが、本間伐材利活用計画では製品は多摩地域内において供給、利

用される予定であるため（4‐1‐2参照）、「30km」の設定として計算を行った106。また、

当表は炭素あたりの排出量であるから、これを CO2に換算するため C と CO2の炭素質量

                                                   
104 中村ら[19]（2006年）,p256 
105 沖[9]（1999年）,p102 
106 あきる野市の中心部から直線距離 30kmで多摩地域のほとんどをカバーする範囲となる
（「Mapion」HP[52]の地図ツール「キョリ測」にて測定）。 



 73 

比である「44/12」を乗じた（表 4.6 の「CO2換算」の列の値）。そして、当表の排出量は

「製品ベース」での計算であるから、それを「原木ベース」に換算するために、製品 1㎥
あたりの原木使用量（当データでは 1.524㎥）で割った。そうすると、表 4.5の「③マテ
リアル利用」の箇所と同じく、原木ベースで「製材」において 20.89kg-CO2/㎥、「合板製
造」においては 738.42 kg-CO2/㎥、「製品輸送」では 2.30 kg-CO2/㎥の排出量と算出され
る。 

 
④熱利用 

熱利用においては、カーボンニュートラルを前提としているため（本稿「4‐2‐3」参
照）、間伐材の燃焼においては排出量をカウントせず、「チップ化」作業のみの環境負荷を

対象として算出した。ただし、チップ化の作業には「粉砕機」とそれに付随する「コンベ

ア関係」の機械のみを対象とした。また、基のデータでは電気の排出係数を

0.428kg-CO2/kWhとして計算していたが107、ここでは、0.555 kg-CO2/kWh（表 4.4参照）
で計算し、その結果「粉砕機」の使用では残材 1㎥あたり 17.68kg-CO2、「コンベア関係」

では 0.42kg-CO2と推計された。 

 

プロセス CO2排出量 費用 

①間伐 27.31 kg-CO2/㎥ 60.09 kg-CO2/t 180 円/t 

②運搬 7.12 kg-CO2/㎥ 15.67 kg-CO2/t 47 円/t 

③マテリアル利用 761.61 kg-CO2/㎥ 1675.53 kg-CO2/t 5,027 円/t 

④熱利用 18.10 kg-CO2/㎥ 39.81 kg-CO2/t 119 円/t 

表 4.7：間伐材利活用計画における環境面の費用 
（重量・材積は①～③では「原木ベース」、④では「残材ベース」である） 

 
 以上の CO2排出量の計算結果をまとめたものは、表 4.7の「CO2排出量」の列にある通

りである（重量（t）換算は設定条件通り「1t＝2.2 ㎥」を適用）。そして、その CO2排出

量に「3,000 円/t-CO2」の排出価格を適用して算出したものが108、表 4.7 の｢費用｣の列に
ある額である。表 4.7を見ると、「③マテリアル利用」の過程における環境負荷が圧倒的に
大きいことがわかる。マテリアル利用に至るまでの環境面での費用を合計すると（①+②+
③）、原木 1tあたりで 5,254円もの費用がかかり、一方、熱利用は残材利用 1tあたり 119

円の費用が生じることが明らかになった。 

 
 

                                                   
107 中村ら[19]（2006年）,p256  
108 本稿「2‐3‐4」と同様 
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4‐4‐2 環境面の便益  
 ここでは、あきる野市における間伐材利活用計画の環境面の便益を推計する。便益は「間

伐による効果」と「間伐材熱利用による CO2削減効果」に分けられ、それぞれ間伐材利用

1tあたりの便益額を算出する。 

 
（1）間伐による便益  

 
 まずは本間伐材利活用計画における無間伐林分の間伐による便益を明らかにするが、そ

の間伐面積あたりの便益額は、厳密に言うと「多摩地域における無間伐林の間伐による森

林の多面的機能向上がもたらす総便益評価額」のことであるが、これは本稿「3‐5‐5」
にて推計した（あきる野市も多摩地域内であるため、1 単位あたりの便益は同じであると
見なす）。その 1haあたりの便益額は表 4.8の通りである。 

 

間伐による森林の多面的機能向上 1ha あたり 

植生種数の増加 （11 種） 113,314 円 

土砂災害リスクの減少 （10％） 24,257 円 

洪水時流量の減少 （20％） 16,673 円 

二酸化炭素吸収量の増加 （4.95t-CO2） 14,850 円 

合計 169,094 円 

表 4.8：多摩地域における間伐 1ha あたりの便益額 

  
多摩地域における無間伐林の間伐によって「植生種数が 11 種増加」し、多摩地域にお

ける「土砂災害のリスク」と「洪水時の流量」がそれぞれ「10％」、「20％」減少する。更

に、人工林の間伐 1haあたり二酸化炭素吸収量が「4.95t-CO2」増加する（本稿「2‐3‐5」
参照）。それらを合計した総便益額が 169,094円/haという推計結果となった（表 4.8）。 
 しかし、ここで明確にしたいのは間伐材利用量「t」あたりの便益であり、これまでの分
析で把握しているのは「ha」あたりの便益であるから、1haあたりの間伐によって「何 t」
の間伐材が発生するのかを推計する必要がある。「平成 10年度森林・林業白書」には平成
4年～平成 9年までの過去 5年間の全国における間伐面積と間伐材発生量が記録されてお
り（これ以後の白書では記録されていない）、以下表 4.9の通りとなっている109。 

 

 

                                                   
109 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の GISデータベース[54]「バイオマス賦
存量・利用可能料の推計」を参照。 
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平成 4 年～平成 9 年の 5 年間の全国における間伐面積あたり発生材積の平均（原

木換算） 

平均間伐面積 214 (千 ha) 

平均発生材積 406 (万㎥)  
18.97 (㎥/ha) 8.62 (t/ha) 0.116 (ha/t) 

表 4.9：間伐面積あたり間伐材発生量 
 
表 4.9 の平均間伐面積と材積を除算すると、1ha あたりの間伐材発生量は平均で 18.97

㎥（原木換算）となる。これを「針葉樹 1 ㎥=2.2t」（本稿「4‐2‐3」参照）を用いて重
量（t）換算すると、8.62t/haとあらわすことができる。つまり、1haあたりに平均 8.62t
の間伐材が発生するのだが、逆算して（1ha/8.62t）1t あたりの間伐材が発生するのに
0.116haの間伐が行われていると解釈することができる。この「0.116ha/t」を係数として
表 4.8 の間伐による便益合計額の「169,094 円/ha」を乗じると、「19,608 円/t」の間伐材
利用量あたりの便益が生じると推計される。この便益は、本間伐材利活用計画の経済面に

おけるマテリアル利用までの費用（54,764 円/t）とその便益（37,628 円/t ）の差額であ
る「17,136円/t」を上回るほどである（本稿「4‐3‐2」参照）。 

 
（2）間伐材熱利用による便益  

 
 次に、本間伐材利活用計画の熱利用における、化石燃料代替分の CO2削減効果を便益と

して算出する。この便益は、間伐材が木質バイオマスであるために、カーボンニュートラ

ルとして見なされることで発生する（本稿「4‐2‐3」参照）。つまり、間伐材を熱利用と
して燃焼する際には CO2排出量として計算しないため、本来燃料として使用されていたは

ずの重油利用分の CO2排出量を、その削減効果として解釈し推計する。なお、本計画の熱

利用では木質チップとして利用するという設定としている（本稿「4‐2‐3」参照）。また、
本分析における費用の事例では、使用燃料を「C重油」として設定して算出していたため、
ここでも C重油を使用することを想定する。 

 

燃料種別 発熱量 
利用ボイラーの熱効

率 
有効発熱量 

木質チップ 1900 kcal/kg 1520 kcal/kg 

C 重油 9966 kcal/ℓ 
80％ 

7973 kcal/ℓ 

表 4.10：燃料種別の発熱量 

 
 表 4.10 には、熱利用に使用する木質チップと C 重油の単位あたりの発熱量と、本間伐
材利活用計画で使用するボイラーと同じ熱効率（80％）におけるそれぞれの有効発熱量が
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表されている110。当ボイラー利用にて C 重油 1ℓあたりで木質チップ 1kg と同じ熱量を得
るためには、表 4.10から｢1520(kcal)/7973(kcal)ℓ｣分の C重油が必要となるから、木質チ
ップ熱利用量 1kg による CO2削減量（C 重油代替分 CO2削減量）は、以下の式によりあ

らわされる。 

 
木質チップ 1kgの CO2削減量＝C重油 1ℓの CO2排出量×（1520kcal/7973kcal）ℓ 

 
ここで、C 重油 1ℓあたりの CO2排出量は 2.98kg-CO2/ℓであるから、以上の式を計算する

と木質チップ 1kgのCO2削減量は 0.568kg-CO2となる。これを「t」換算すると 0.568t-CO2/t
となる。間伐の便益分析に用いた CO2価格と同じく 3,000 円/t-CO2（本稿「2‐3‐4」参
照）とするならば、本間伐材利活用計画における間伐材熱利用の便益は、「0.568t-CO2/t
×3,000円/t-CO2」により「1,704円/t」と推計される。 

 
4‐5 間伐材利活用計画の費用便益分析  

 
 前節までに、あきる野市における間伐材利活用量 1tあたりの「経済面」と「環境面」の

両方における費用便益額を導き出した。本節では、それらの推計結果を本間伐材利活用計

画の利用量に換算して、費用便益分析の結果を表す。それにより、「間伐材利活用計画にお

いて間伐の効果を含む環境影響が考慮されれば便益が費用を上回る」という仮説が立証さ

れるかどうかを明らかとし、その結果から見出される本計画の有効性や課題点について考

察を加えることとする。 

 
4‐5‐1 費用便益分析の結果  

 
 本間伐材利活用計画における各プロセスの経済面・環境面の費用便益結果を整理したも

のが、以下の表 4.11である。 

 
費用便益の種

類 
効果 ①間伐 ②運搬 ③マテリアル利用 ④熱利用 

費用 20,076 円 7,264 円 27,424 円 16,700 円 
経済面 

便益   37,628 円 16,100 円 

費用 180 円 47 円 5,027 円 119 円 
環境面 

便益 19,608 円   1,704 円 

表 4.11：間伐材利活用量 1tあたりの費用便益 

                                                   
110 木質チップの発熱量は、岩手県[5]（2008年）,p38より。C重油の発熱量は、環境省地球環
境局[36]（2006年）より。 
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（①～③は原木利用量あたり、④は残材利用量あたり） 
 

当表の①～③のマテリアル利用までのプロセスは原木ベースでの費用便益価格であり、④

の熱利用においてはマテリアル利用時に発生した間伐材の残材利用量 1t あたりの費用便
益である。本間伐材利活用計画では、原木ベースにて 2900tの間伐材が間伐・運搬・マテ
リアル利用され、その残材 420t が熱利用される（本稿「4‐2‐3」参照）。そのため、表
4.11における①～③のプロセスにおける費用便益に 2900tを乗じ、④のプロセスにおける
費用便益に 420tを乗じた額が、本間伐材利活用計画における費用便益となる。 

表 4.12：間伐材利活用計画の費用便益分析結果（間伐材利活用量 2900tあたり） 
（千円以下は四捨五入） 

 
 本間伐材利活用計画における費用便益分析結果は、

表 4.12と図 4.4の通りである。これは、363.3haの
間伐が行われ111、間伐材 2900tが製材工場に運搬さ
れてマテリアル利用され、その残材 420t が熱利用
をされるまでの社会的な費用便益である。その結果

は、総費用が 1 億 8112 万円、総便益が 1 億 7346
万円と算出された。つまり、本間伐材利活用計画に

おいては、当初の予想に反し、環境面における効果

を考慮しても費用が約 765万円（千円以下は四捨五

入）上回ることが明らかとなった。したがって、「間

伐材利活用計画において間伐の効果を含む環境影響

が考慮されれば便益が費用を上回る」という仮説は、

棄却されたことになる。 

 
4‐5‐2 費用便益分析結果の構成別考察  

 
 前項のように、あきる野市における間伐材利活用計画の環境影響を考慮した費用便益分

                                                   
111 間伐面積は、利用量「2900t」に本章「4‐4‐2」にて算出された係数の「0.116ha/t」を乗
じて、約 336.3haと推計される。 

種類 効果 ①間伐 ②運搬 ③マテリアル利用 ④熱利用 合計 

費用 5822 万円 2107 万円 7953 万円 701 万円 1 億 6583 万円 
経済面 

便益   1 億 912 万円 676 万円 1 億 1588 万円 

費用 52 万円 14 万円 1458 万円 5 万円 1529 万円 
環境面 

便益 5686 万円   72 万円 5758 万円 

費用 5874 万円 2120 万円 9411 万円 706 万円 1 億 8112 万円 
合計 

便益 5686 万円  1 億 912 万円 748 万円 1 億 7346 万円 

図 4.4：費用便益分析結果 
（プロセス別表記） 
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析は、仮説とは違う厳しい結果として表された。しかし、本結果を概観するだけでは問題

の本質が掴めないし、この費用便益は、本計画実施において、社会全体から見た費用便益

として計算されているため（本稿「4‐2‐2」参照）、単純にこの正負のみで本計画の有効
性を判断するのも早合点と言えるであろう。そこで、本項では本分析結果を費用や便益の

構成別に様々な角度から考察し、それによって見出される本計画における有効性や課題点

について論じる。 

 
（1）経済面・環境面別における考察  

 
 まず、本間伐材利活用計画における費用便益結果を、「経済面」と「環境面」に分けて考

察を行う。 

 
①経済面における考察 
 最初に、市場に反映されている部分である、経済面における分析結果から考察する。 

 

  図 4.5は、本計画における費用便益の経済面における分析結果である（表 4.12「経済
面」の行を参照）。ここから二つの重要なことが考察できる。 

図 4.5：経済面における分析結果 



 79 

一つは、経済面において費用が大幅に上回っていることの要因についてである。マテリ

アル利用に至るまでの費用は、間伐費用（35.1％）と運搬費用（12.7％）を合計して半分
近くの構成となっている。このことから、一般に言われている通り（本稿「1‐1」参照）、
間伐材利活用が進まない大きな要因がその間伐や収集運搬にかかるコストであるというこ

とが、明確に把握できた。 
 そして、もう一つは、地域内での経済効果についてである。本間伐材利活用計画は、「②

運搬」における多摩木材センターを仲介するプロセス以外は、あきる野市内にて行われる。

そのため、市内で発生する費用は、同時にそれ相当の需要や雇用を創出する事となる。そ

こで、本分析上の解釈における「費用」（本章「4‐2‐2」参照）の内、市内にて発生する
費用を「便益」として解釈し、その費用便益をあきる野市の「地域経済効果」として定義

すると、本間伐材利活用計画における便益は費用を大きく上回る結果となることが考えら

れる。これについては、次節「4‐5‐3」にて詳しく考察することとする。 

 
②環境面における考察 
 次に、市場に反映されていない部分である、環境面における費用便益を見てみる。分析

結果は、図 4.6の通りである。 

 
  

図 4.6：環境面における分析結果 
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ここから考察できる点は、二点ある。 
一点目は、マテリアル利用における環境費用（CO2排出による環境負荷）が高いという

ことである。この費用は他の環境負荷と比べ見ても、約 95％の割合を占めており、その額

も 1458万円と大きい値となっている。これは、杉合板加工の過程において排出される CO2
排出による負荷であるが、これを削減することが費用削減手段として有効であることが言

える。 
一方、二点目はそれを含めた環境面の費用と比べても、間伐による便益がそれを約 4倍

も上回るほど、非常に大きいことである。この間伐の効果は、厳密には「多摩地域におけ

る無間伐林の間伐による森林の多面的機能向上がもたらす総便益評価額」のことであるが

（本稿「3‐5‐5」参照）、本計画の規模での間伐が実施されることにより、「5686万円」
もの便益が得られることがわかる。 

 
図 4.7：費用便益分析結果（経済面・環境面別表記） 

 
 これらのことから、例え経済面を含む全体の費用便益においては費用が上回るとしても、

この市場に含まれていない環境影響を考慮することで、本間伐材利活用計画における費用

便益結果は、大きく変わってくるということが言えるであろう。上記の図 4.7は表 4.12の
費用便益分析結果を経済面・環境面に分けて表記したものであるが、これを見ると、この

環境面における費用（1529万円）と便益（5758万円）を市場に反映させることで、本間

伐材利活用計画に 4229 万円（5758 万円‐1529 万円）もの便益が追加される推計結果と
なる。また、このように環境影響が市場に考慮される事で、環境が適切に扱われるように

なるため、その意味においても市場に内部化されることが望ましい。この内部化について

の考察は、次節「4‐5‐3」にて詳しく行うこととする。 

 
（2）プロセス別における考察  

 
次に、間伐から利用に至るまでのプロセス別に費用便益分益結果を概観し、考察を行う。 

 
①間伐プロセスにおける考察 
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図 4.8：間伐プロセスにおける分析結果 

間伐におけるプロセスでの費用便益分析構成は、

図 4.8 の通りである。これを見ると、実質的な経済
面のみで考えれば、間伐では便益が考慮されず、莫

大な費用がかさむだけである。一方、環境面におけ

る間伐の便益を考慮すれば、それでも僅かに経済的

なコストが上回るが、それを相殺するほどの便益が

見込めるようになることがわかる。 

 
②運搬プロセスにおける考察 
 運搬プロセスにおける、費用分析結果は表 4.12
の通りであり、経済面の費用（2107万円）と環境面
の費用（14万円）を合計して 2120万円の費用であ
ると推計された。ここで、運搬プロセスにおける経

済面の費用の詳細をもう一度見て考察する。 

  
表 4.13は、表 4.1で示した間伐材利用量 1tあたりの経済面における運搬費用の内訳と、

それを 2900tあたりに換算したものである。 

 

運搬費用 1t あたり 2900t あたり 

運搬 4,624 円 13,409,600 円 

市場仲介料 2,640 円 7,656,000 円 

合計 7,264 円 21,065,600 円 

表 4.13：運搬における経済面の費用 

 
これを見ると、運搬費用には市場仲介料が含まれていることが再確認できるが、この市

場仲介料を本間伐材利活用計画での利用量で換算した値が「7,656,000 円」である。そし
て、表 4.14には表 4.12の本間伐材利活用計画における費用の合計額と便益の合計額の詳
細（四捨五入しない値）が示されてあるが、その合計額を比較すると費用が 7,654,100円
であり、この額の分だけ本間伐材利活用計画は費用が上回るという結果が表されている。 
 ここで、利用量 2900tあたりの市場仲介料と費用便益分析結果の差額を比較してみると、

間伐材利活用計画における費用便益 

費用合計 181,116,180 円 

便益合計 173,462,080 円 

差額（費用‐便益） 7,654,100 円 

表4.14：間伐材利活用計画における総費用便益と差額 
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図 4.10：熱利用プロセスにおける分析結果 

市場仲介料（7,656,000 円）‐分析結果額（7,654,100）＝1,900 となる。このことから、
もし運搬のプロセスにおいて「市場仲介」というプロセスを省けば、本間伐材利活用計画

において、便益が上回るということが明らかとなった。あきる野市における木材流通の仕

組みでは、本市の近隣である西多摩郡日の出町にある原木市場を仲介しているが（本章「4
‐2‐3」参照）、これを省くという改善策を講じることで、本間伐材利活用計画が有益な
結果に転じることとなる。このことは本間伐材計画において、このような非効率な過程を

省くことが非常に重要であるということを示しており、これ以外のコスト削減策なども講

じられることによって、大いに有効な計画となるという可能性が示唆された。 

 
③マテリアル利用プロセスにおける考察 
 ここでは、二点のことが考察できる。 
一点目は、マテリアル利用の潜在力の高さであ

る。このマテリアル利用プロセスとは、「各製材工

場において杉合板として製造され、多摩地域内の

小売業者に販売されるまでのプロセスのこと」で

あり（本章「4‐2‐1」参照）、当然のことながら、

そこに至るまでの「①間伐」と「②運搬」のプロ

セスが無ければそれは実現しない。しかし、もし

マテリアル利用に至るまでのそれらのプロセスを

考えなければ、図 4.9 のような費用便益となり、
便益が費用を 1501 万円上回る（マテリアル利用
における便益「1億 912万円」‐費用「1458万円
+7953万円」）。この便益を極力減少させないよう
な工程が実現されれば、本計画におけるマテリア

ル利用は、大きな便益をもたらす可能性があると確認できる。 
 もう一点は、図 4.9 から環境面におけるコストが大きいという点が、環境面別での考察
（本項「4‐5‐2（1）」の②参照）と同様に確認でき、その削減の重要性が再認識される。 

 
④熱利用プロセスにおける考察 
 この熱利用におけるプロセスは、全体の費用便

益の中であまり大きな影響を及ぼしていないこと

に留意し（図 4.4参照）、図 4.10を基に考察する。

ここでは、熱利用が有効であるための条件が二つ

考察できる。 
 一つは、その利用において環境面の影響を考慮

図 4.9：マテリアル利用における分析結果 
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することである。ここにおける環境面の便益とは、間伐材がカーボンニュートラルの性質

（本章「4‐2‐3」参照）であるために、化石燃料代替分の CO2削減効果のことである。

図 4.10 を見ると、経済面では費用が上回るという実態が、その CO2削減効果の便益が含

まれることによって覆されることがわかる。 
 そして、もう一つは、カスケード利用（本章「4‐1‐2」の①参照）をすることである。
本間伐材利活用計画における熱利用のプロセスでは、マテリアル利用のプロセスとは異な

り、「①間伐」と「②運搬」の工程を経ず、マテリアル利用の工程で発生した残材を利用す

る。そのため、図 4.10の分析結果は、カスケード利用がされて初めて意味を持つものであ

る。したがって、環境影響を考慮した上で熱利用の便益が認められるためには、カスケー

ド利用することが不可欠であると言える。 

 
 以上、本項において、あきる野市における間伐材利活用計画を事例として費用便益分析

結果を考察し、有効な点や課題点などが創出された。次項では、これらのことから考案で

きる本間伐材利活用計画に対する費用負担のあり方について論じ、本計画の可能性を明ら

かにする。 

 
4‐5‐3 費用負担に関する考案  

 
 あきる野市における間伐材利活用計画の費用便益分析結果では、社会的全体としての費

用便益において費用が便益を上回る結果が露となった。しかし、環境影響を考慮すること

や、地域経済効果の面を含めて考慮することによって、本計画は大きな便益をもたらす可

能性も示唆された。そこで、本項では、本計画が有効であるためにはどのような費用負担

のあり方が望ましいのか考察し、それによって認められる有効性を明らかにする。 

 
（１）環境面における費用負担  

 
本間伐材利活用計画における環境面の費用便益は、「間伐による便益」と「二酸化炭素排

出量における費用便益」の二つに分類でき、これらは考慮された方が本計画の実施におい

ても、社会的にも望ましいことを述べた（本稿「4‐5‐2（1）」の②参照）。そこで、以下
それぞれの費用便益をどこから抽出し、市場に内部化することが望ましいかを考察する。 

 

間伐費用 

（経済面） 

間伐便益 

（環境面） 

環境面費用 

（二酸化炭素排出） 

環境面便益 

（二酸化炭素削減） 

5822 万円 5686 万円 5 万円 72 万円 

表 4.15：環境面における費用便益の構成 
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表 4.15は本間伐材利活用計画における環境面の費用便益の内訳である。まず、間伐によ

って「5686万円」もの環境面の便益が生じることが明らかとなったのだが、この額は、「①
間伐」のプロセスにおける経済面の費用である「5822万円」とほとんど同じ値である（表
4.15 参照）。この「①間伐」のプロセスの費用には、伐採以外にも集材・造材・搬出など
の作業が含まれており、それらに要する費用が補助金などの形で公的支援されれば、間伐

がもたらす便益が内部化されることとほとんど同意義となる。なお、現在国が設置してい

る「美しい森林づくり基盤整備交付金」では、間伐における伐採や路網整備に要する費用

の 2分の 1を補助しており、また東京都では花粉症対策としてではあるが、間伐における
伐採に要する費用の 100％の補助金が設置されている112。このような、国や都からの補助

金によって、現状ではかなりの部分で内部化されていると言え、広く国民や都民など受益

者が負担していることになるため、適当な負担であると言える。ただし、完全に内部化す

るためには、伐出などに伴う費用の補助もされることがより望ましいであろう。 
 次に、「二酸化炭素排出量における費用便益」については、排出権取引などにより二酸化

炭素に価格が付与されれば、市場に内部化することができる。そうすれば、本計画におけ

る熱利用による CO2削減分を売却する事によっておよそ「67 万円」の便益（熱利用の環

境面便益 72 万円‐費用 5 万円）を見込めるし（表 4.15 参照）、排出者の責任に相応した
負担が可能となるため、社会的にも望ましいと考えられる。 

 
（２）計画実施のための費用負担  

 
 本間伐材利活用計画における費用便益分析では、以上の環境面を考慮しても費用が上回

るため、内部化されたとしても、積極的に計画の実施が促進されるとは思われない。しか

し、本計画が行われることにより、あきる野市内における需要や雇用の創出が見込められ

るため、その効果を明らかにすることができれば、実施がより促進されることが考えられ

る（本章「4‐5‐2」）。 
そこで、環境影響の費用便益が内部化されたことを前提として、実施されるためにはど

のような費用負担のあり方が望ましいのかを考える。実施が促進されるためには、本計画

において便益が上回る見込みが必要となるため、本費用便益分析結果において費用が上回

った分「765 万円」（表 4.14 参照）を補う支援が必要となる。その負担のあり方の一考案
としては、本計画の実施によって地域経済効果を受益するのはあきる野市・あきる野市民

であるから、本市による補助金や市税などにより補われることが望ましいだろう。 
経済面 ①間伐 ②運搬 ③マテリアル利用 ④熱利用 合計 

費用  766 万円 7953 万円 701 万円 9420 万円 

                                                   
112 「間伐等促進法の概要」[33],より参照 
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便益 5822 万円 1341 万円 1 億 912 万円 676 万円 1 億 8751 万円 

     地域経済効果  9331 万円 

表 4.17：地域経済効果の推計結果 
 表 4.17は、計画が実施された時の地域経済効果であるが、これは本費用便益分析結果の
経済面における費用の内、あきる野市内において発生する費用を「便益」として捉えた時

の需要や雇用の創出等を考慮して推計したものである。そのような解釈であると、「①間伐」

にかかる経費や「②運搬」における市場仲介料を除いた経費は、あきる野市内にとっては

需要が発生したこととなるため、便益であると考える事が可能となる。また、本章「4‐5
‐2（2）」の③では、マテリアル利用のプロセスのみで見れば、大きな便益がもたらされ
ると説明したが、こうして見るとマテリアル利用の便益も非常に有効であることが確認で

きる。このような地域活性化の効果は単純には計れないが、こうしてあきる野市内におけ

る地域経済効果を推計すると、およそ 9331 万円もの地域活性化としての経済効果が創出
されると想定できる。 

 
4‐5‐4 費用便益分析結果のまとめ  

 
 あきる野市における間伐材利活用計画を事例とした費用便益分析において、「間伐材利活

用計画において間伐を含む環境影響が考慮された上で分析が行われれば便益が費用を上回

る」という仮説が立証できなかった。しかし、その差は僅かであるし、前項にて本計画の

有効性や課題点、費用負担のあり方が考案できた点で、非常に意義があったと言えるだろ

う。そこで、本項ではまず前項までに明らかとなった本間伐材利活用計画における課題点

について整理し、次に、考察によって見出す事のできた有効性や可能性について述べる。

そして、最後に「4‐5‐3」において考案された費用負担のあり方を含めた改善策につい

て提案し、本章のまとめとする。 

  
 まず、前項までの考察によって明らかとなった本間伐材利活用計画の課題点としては、

以下の三点があげられる。一点目は、一般的に指摘されている通り、本間伐材利活用計画

においても利活用に至るまでの間伐や収集運搬にかかる経済的な費用が、便益を潰す大き

な要因となっていることである。二点目は、環境面において、マテリアル利用に伴う環境

費用（CO2排出による環境負荷）が大きいことである。三点目は、本計画において、非効

率な点が存在する事である。本節「4‐5‐2（2）」の②では、運搬プロセスにおいて原木

市場の経由を省くことができれば、本間伐材利活用計画において有効性が産出されること

がわかったが、このことは同時に、コスト削減の余地があることを示唆する。 

 
次に、期待できる点としては、以下の 3つが考えられる。一つ目は、間伐の便益につい
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て挙げられる。この間伐の外部経済が市場にて内部化されれば、間伐における費用と同じ

くらいの便益が認められるため、費用がほとんど相殺されることとなる。二つ目は、熱利

用の有効性についてである。全体としての費用便益に対する影響はわずかであるが、もし

環境影響が市場にて考慮された上で、本計画通りカスケード利用として熱利用が行われれ

ば、有益であることが明らかとなった（本章「4‐5‐2（2）」の④）。そして、三つ目は、
地域経済効果である。これは、あきる野市内において発生する費用を、地域雇用や需要の

創出として「便益」であると捉えた時の効果であり、約 1億円もの地域経済効果が創出さ
れる可能性が明らかとなった。 

 
 最後に、本間伐材利活用計画における望ましい施策について考案する。まずは、環境影

響の市場への内部化である。本計画においては環境影響を考慮する事で追加的な便益が得

られるため、内部化されることが望ましい。そのためには、間伐の便益については、国や

都などの範囲における補助金などの公的支援が必要であり、また、環境面の費用便益は排

出権などにより排出者負担により内部化されることが求められる。次に、計画実施のため

の費用負担である。これは、環境影響が考慮された上で、それでも費用が上回る場合、そ

の超過分の資金はあきる野市や市民の負担によって、補助がなされることが望ましいと考

えられる。最後に、上記の課題点の改善である。すなわち、本間伐材利活用計画における

各プロセスの無駄を省く施策を講じていくことである。本節においては、運搬において市

場を仲介しないというコスト削減策や、マテリアル利用において CO2 削減の重要性も論
じたが、他にもよりコスト削減策を講じる必要性が感じられる。 

 
 以上、あきる野市における間伐材利活用計画の環境影響を考慮した費用便益分析では、

費用が上回る結果が算出されたが、逆に便益を上回らせる可能性は大いに存在することが

わかった。また、本計画が実施された時の環境効果や地域経済効果も非常に高いことが明

らかとなり、その実施は施策を講じることにより一層の促進が可能であることが示された。 
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第 5 章 結論  
 
本稿では、社会的に望まれているのにも関わらず、主に経済的メリットが少ないことが

要因として実施が進展しない間伐材利活用に着目し、その間伐から利活用に至るまでを「間

伐材利活用計画」として一体的に考えた。そして、「便益が費用を上回る」という現状を覆

す結果を明示することを目的とし、森林の多面的機能の向上や二酸化炭素削減効果などの

外部効果を含めた間伐材利活用計画の費用便益分析を試みた。以下、章ごとに本分析結果

が明らかにされるまでの経緯を再確認し、そこから見出された意義や課題点について述べ、

最後に本研究を通して筆者が考察したことを結論とする。 

 
 まず、第 2章では、間伐の現状や社会の気運について概説し、森林の有する多面的機能
に関する重要性について述べた。そして、これまで実証例の少ない間伐による森林の多面

的機能向上に関して先行研究を基に論じ、第 3章にて環境経済評価手法による貨幣換算を
行うために、その定量的な効果の把握を試みた。その結果、特に重要性が高いと考えられ

る「生物多様性保全機能」、「土砂災害防止機能」、「水源涵養機能」、「地球環境保全機能」

の各機能において、間伐の効果を定量的に表すことができた。これらの機能は、手入れが

放棄された無間伐林に間伐を施すことにより、初めて機能の向上が認められる。 
それぞれ説明すると、まず「生物多様性保全機能」に該当する「植生種数の増加」は 11

種であることが把握でき、次に「土砂災害防止機能」に該当する「土砂災害リスクの減少」

は、10％であると分析を交えて推計することができた。また、間伐による「水源涵養機能」
に関する効果としては、「洪水時流量の減少」と「利用可能水量の増加」について考えられ、

前者は 10％の減少、後者は 1.3 倍に増加することが表された。最後に、「地球環境保全機
能」に類する効果としては「二酸化炭素吸収量の増加」が挙げられ、1haあたりの間伐に
より、4.95t-CO2の削減効果があるとされ、これを貨幣換算して 1万 4850円の便益である

ことが把握できた。 
 このように、第 2章では、間伐による多面的機能の向上がもたらす定量的な効果を求め
る事ができた。また、間伐に関する効果には未知の可能性が秘められており、更なる研究

の必要性も考察された。 

 
 次に、第 3章では、環境経済評価手法であるコンジョイント分析を用いて、第 2章にて
定量的に表すことができた間伐による効果の貨幣換算を試みた。そのため、まずはその効

果の性質を把握し、それに適した手法として、環境の有する多属性の価値を評価できるコ

ンジョイント分析が適当である事を説明した。続いて、コンジョイント分析は人々の選好

に依存した評価手法であるため、それに必要となるアンケート設計を行った。ここで評価

すべき間伐の効果とは、具体的には「あきる野市における無間伐林分の間伐による便益」
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であるため、それに適用できる額を算出するために、アンケート内容の考察や事前調査に

よる修正を重ねて「多摩地域の森林環境整備に関するアンケート」というシナリオでのア

ンケート調査票を作成した。そして、インターネット上にて 232人から回答を得ることが
でき、多摩地域における間伐がもたらす便益の各属性「植生種数の増加」、「土砂災害リス

クの減少」、「洪水時流量の減少」、「利用可能水量の増加」に関してコンジョイント推計を

行った。その結果、各効果の貨幣指標による推計結果が算出でき、それを個人属性別に考

察を行うことで、より適切な便益額の算出を試みた。それによって、回答者における個人

属性のバイアスを修正する係数を推計し、それぞれの算出結果に修正を加えることができ

た。以下、各属性の推計結果を説明する。 
 まず、多摩地域における間伐の「植生種数の増加」効果は、東京都在住の人々にまで便

益をもたらしていると考えられるため、推計にて算出した東京都民の MWTP に定量的効
果である「11 種」を乗じ、更に東京都民を母体数として計算した結果、2 万 ha あたりで
「22億 6628万 2477円」、1haあたりで「11万 3314円」と評価された。次に、「土砂災
害リスクの減少」は多摩地域在住者の MWTP にその効果である「10％」を乗じ、多摩地
域在住者を母体数として算出した結果、2万 haあたり「4億 8514万 1260円」、1haあた
り「2 万 4257 円」として便益額を表すことができた。同じく「洪水時流量の減少」にお

いても多摩地域に便益を及ぼしていると考えられるため、同様の計算を行った結果、2 万
haあたり「3億 3345万 1331円」、1haあたり「1万 6673円」という間伐の便益評価額
が明らかとなった。「利用可能水量の増加」に関しては、東京都民に影響を与えると考えら

れたのだが、その東京都民における推計結果にて有意な結果として表されなかったため、

便益を考慮しなかった。これらの各属性における便益額に、第 2章にて算出した「二酸化
炭素吸収量の増加」の便益額を含めて合算すると、多摩地域における無間伐林の間伐によ

り、2万 haあたり「33億 8187万 5068円」、1haあたり「16万 9094円」という総便益
評価額が明らかとなった。 

 本コンジョイント分析結果を考察し、課題点として「過小評価」となってしまった可能

性が考えられた。また、「利用可能水量の増加」の効果を算出できなかった点も課題である。

一方で、非利用価値の性質を含む「植生種数の増加」の便益額を算出できたことは、有意

義なことであり、それを含む複雑な間伐の効果を貨幣指標にて表す事ができたことによっ

て、具体的な議論が創出できるようになったことも、非常に意義がある。そして、これに

より、第 4章にて行われるあきる野市における間伐材利活用計画の費用便益分析において、
適用可能な間伐の便益が明らかとなった。 

 
 最後に、第 4章では、「あきる野市における間伐材利活用計画」を事例として、「間伐材
利活用計画において間伐の効果を含む環境影響が考慮されれば便益が費用を上回る」とい

う仮説を立証する目的で行われた。その経緯として、まずあきる野市の現況を踏まえた上
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で、本市における計画を選定した理由を述べた。そして、本間伐材利活用計画を基に、費

用便益分析におけるシナリオ設定や前提条件等を明確にし、①間伐、②運搬、③マテリア

ル利用、④熱利用のプロセスにおける環境面と経済面の費用便益を求めることとなった。

また、参考資料としては、他の間伐や間伐材利用に関する調査報告や先行研究を用い、フ

ローごとに経済面・環境面それぞれ分けて分析を行った。その過程において、第 3章にて
推計した多摩地域における間伐の効果を環境面の便益として組み込み、それらの結果を統

合する事により、費用便益分析結果を明らかにしたのである。 
 その結果、本間伐材利活用計画における間伐材利用量 2900tあたりにおいて、費用が「1

億 8112 万円」、便益が「1 億 7346 万円」となり、ここで僅かであるが費用が便益を上回
ったため、「間伐材利活用計画において間伐の効果を含む環境影響が考慮されれば便益が費

用を上回る」という仮説は立証されなかった。このことは、本研究における当初の目論見

とは異なる厳しい結果であると言えるが、この結果を基に、様々な角度から考察を行うこ

とで、本間伐材利活用計画においての課題点や可能性が見出され、そこから改善策を論じ

ることもできた。 
 課題点としては、利用に至るまでのコストが大きな障壁となることがより明らかとされ、

環境面の費用を考慮した場合にはマテリアル利用に伴う CO2 排出の環境負荷も無視でき

ないことが把握された。また、運搬プロセスの非効率さも見られ、コスト削減の工夫が求

められると言える。一方、期待できる点としては、環境影響が考慮された場合の間伐によ

る便益の大きさや、カスケード利用の有効性が挙げられる。また、本計画の費用便益を地

域活性化の観点から見ると、多大な有効性が秘められていることが示唆された。 
 そして、これらの考察から、本間伐材利活用計画を促進させ得る施策を講じることがで

きたと言える。まず、環境影響を内部化することが有効であり、そのための費用負担のあ

り方として、間伐の便益については国や都などからの補助金から創出する事や、二酸化炭

素排出による費用便益については市場で取引されることによる排出者負担が必要とされる

ことが論じられた。また、計画実施のための費用負担としては、環境影響が考慮された上

での費用便益の超過分を、市や市民の負担によって負担されることが望ましいと示唆され

た。更に、利活用に至るまでの各プロセスにおいて、効率性が追求される必要性も認識さ

れた。 

 
 このように、「間伐効果の定量的把握」、「間伐効果の貨幣換算」、「間伐材利活用計画の費

用便益分析」という 3段階を経て、あきる野市を事例とした間伐材利活用計画の費用便益
を明らかとすることができた。その分析結果のみを見る限りは厳しい結果となったが、本

研究は以下の 4点において非常に有意義なものであったと考える。 
 一点目は、これまで明らかにされなかった、間伐による森林の多面的機能向上の効果が、

貨幣価値という目に見える形で表す事ができたことである。確かに、評価結果については
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過少評価であることが推察できたが、これは逆に言うと、間伐による便益が我々には計り

知れないほど存在している可能性があることも意味する。 
二点目は、間伐材利活用計画を考える上で、環境影響を考慮した方が有益に評価される

ことが明らかとなったことである（本稿「4‐5‐2（１）」の②参照）。これは、特に間伐
による森林の多面的機能向上がもたらす便益において言えることであるが、このような外

部効果を含むことの重要性が示唆でき、それによって間伐材利活用計画がより促進できる

ことが明らかとなったことは意義があったと思われる。 
 三点目は、間伐材利活用計画の可能性の大きさを提示することができたことである。本

研究にて事例とした間伐材利活用計画では費用が上回ったが、それは僅かであったし、間

伐材利活用計画は様々な方法によって有益となる可能性が大いにあり、その効果は環境影

響や地域活性化の効果を考慮すると、多大な便益となり得ることを示す事ができたことは、

大きな成果であったと言えるであろう（本稿「4‐5‐4」参照）。 
 そして、最後の四点目は、間伐材利活用計画を実施する上で、費用負担のあり方など有

効な方法を考案することができたことである。そして、それらの改善案は、他の事例にお

いても示唆を与えることが期待できる。 

 
 本研究は以上のような意義があったと考えられるが、筆者は次のことを望む。それは、

本研究結果を基に議論が起こることである。本研究における一番の課題としては、実地調

査などにより、現実的な情報を基とした分析がされなかったことであり、多くの推計にて

実情と比べたズレが存在していることと推察される。また、考察や施策の提案についても、

より深めることができ、議論の余地もあると思われる。そのような本研究において至らな

かった点が発見、指摘され、精度の高い分析が行われることや、より現実的な改善策が講

じられることを望む。それにより、間伐材利活用に対する議論が活発化し、着目され、実

施の促進に影響を及ぼす事を期待したい。「資源・エネルギー自給率の向上」、「地球温暖化

の防止」、「農山村の活性化」、「林業の活性化」など、間伐材利活用計画には、未だに分析

では計り知れない便益が存在はずである。 
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添 付 資 料

（１）  

 

 

上智大学大学院 地球環境学研究科  

環境経済学研究室  

横山和彦 

E-mail : yokoya-k@sophia.ac.jp 

 

現在、上智大学大学院 地球環境学研究科 環境経済学研究室では、多摩地

域における森林環境整備に関する意識調査を行っております。お忙しいところ

大変恐縮ですが、ご協力を賜りたくお願い申し上げます。 

 なお、この調査は学術研究のみを目的としており、ご回答いただいたデータ

が商業的に利用されたり、個人データの形で公開されたりすることはありませ

ん。集計された結果だけが使われます。ご意見、ご感想がある方は、最後に自

由解答欄を設けておりますので、ご自由にお書きください。  

最後までアンケートにご協力して頂いた方の中から抽選で、特賞としてディ

ズニーランド・ディズニーシーもしくはユニバーサル・スタジオ・ジャパ

ンのペアチケットプレゼントさせていただきます。また、特賞にもれた方の中

から抽選で 10 名の方に図書券もしくは音楽ギフト券（1000 円分）をプレゼン

トいたします。ご希望の方は、最後にご連絡先をご記入ください。 

 なお、入力途中で Enter キーを押すとそのまま送信されてしまうことがござ

いますので、ご注意ください。  

 ＜アンケートの所用時間は、およそ 20 分です。＞ 
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Ⅰ．多摩地域の森林に関する質問をします。  

 

 「多摩地域」とは、特別区（23 区）、諸島（伊豆諸島・小笠原諸島）以外の

東京都全域を指します 

 （下図の赤色で囲った範囲）。 

 

  東京都の面積の約 3 割（諸島を除く）は多摩地域における森林が占めて

います（下図の緑色の部分）。 

 

参照地図：東京都産業労働局農林水産部より 

Ｑ 1. あなたは、多摩地域の範囲を知っていましたか？ 

  よく知っていた 

  ある程度は知っていた 

  あまり知らなかった 

  全く知らなかった 

 

Ｑ ２. あなたは、多摩地域における森林が東京都(諸島を除く)の約 3 割

を占めているということを知っていましたか？ 
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  よく知っていた 

  ある程度は知っていた 

  あまり知らなかった 

  全く知らなかった 

 

多摩地域ではスギやヒノキなどの人工林の荒廃が進んでいます。 

現在、多摩地域において、間伐などの手入れがされていないために荒廃が進

んだ人工林（以下「荒廃人工林」）の面積は約 2 万 ha と言われています。

その面積は、東京都（諸島を除く）の面積の約 11％、東京都（諸島を除く）

の森林面積（＝多摩地域の森林面積、約 5万 3000ha）の約 38％にあたります。 

 

 

Ｑ ３. あなたは、多摩地域において森林の荒廃が進んでいることを知って

いましたか？ 

  よく知っていた 
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  ある程度は知っていた 

  あまり知らなかった 

  全く知らなかった 

 

 人工林では、長い年月をかけて木材生産が行われますが、その過程で次第に

人工林が過密になってくるため、「間伐」という間引きの作業などを行う必要

があります。 

 

写真：間伐の様子(独立行政法人 情報処理推進機構より) 

しかし近年、多摩地域では林業不振等の理由により、間伐等の手入れがされ

なくなってきました。そのため、上述したように多摩地域では荒廃した人工林

が増えてきたのです。 

 多摩地域における荒廃した人工林は、以下の①～④のような状態になります。 

多摩の荒廃人工林（手入れ不足によって荒廃した人工林）（約

２万 ha） 

①植生の種数が少ない 

多摩地域の森林は、およそ 50～60 種もの低木類や草本類などの

植生の生育の場となっており、自然環境を健全に保っています。 

しかし、「荒廃人工林」では、林床に生育する低木類や草本類な

どの植物の種数が、それらの健全な森林よりも 30～40 種少ない（つ

まり荒廃人工林の植生はおよそ 10～30 種である）といわれています。

植物種が多様であることは、食料や薬品などの資源としてだけ
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でなく、人間が生存していく上で不可欠の生存基盤としても重

要であると考えられています。 

 
写真：「東京都森づくり推進プラン」より 

②土砂災害が多い 

手入れされておらず荒廃した人工林の土壌は植生が貧弱であり、根

っこの働きが弱くなるため、土砂災害の原因である土砂流出や土壌崩

壊が起こりやすくなっています。 

 
写真：「東京都森づくり推進プラン」より 

「荒廃人工林」は、手入れされた植生の豊かな人工林や天然林と比

べ、土壌崩壊の可能性が 64％ほど高いと言われています。 

③洪水時の流量が多い 

 森林の土壌は、地表の落葉や地中の根っこ等の活動によって、スポ

ンジのように隙間がたくさんある構造になります。この隙間に水を蓄

え、それによって水の流出時間は調整され、洪水を緩和したり（※下
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図参照）、乾燥期における水不足を緩和したりする働きがもたらされ

ています。 

 
図：林野庁 HP より 

しかし、「荒廃人工林」は、林床植生や根っこが貧弱で、地表の落

葉が少ないため、雨水を蓄える隙間の量が減少します。そのため、多

量の雨水を蓄えることができず、洪水時の流量が「健全な森林」と

比べ 1.5 倍ほど多くなってしまいます。 

④流域の利用可能水量が少ない 

上述したように、「荒廃人工林」は洪水時の増水量が多いため、洪水

を調節するために設けられたダムの容量を増やす必要が出てきます（洪

水調節容量の増加）。また、「荒廃人工林」は土砂流出が多いため、ダ

ムに砂が溜まります（堆砂量の増加）。その結果、ダムの「利用可能水

量」が減少してしまいます。 

図：「東京都森づくり推進プラン」より 

上図の研究の対象は東京のダムではありませんが、「荒廃人工林」
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が 25％程度の流域は、1.3 倍ほど「利用可能水量」が少ないという

ことがわかります。多摩地域の森林がある流域の荒廃率は 38％であるた

め、それ以上に「利用可能水量」が少なくなることが考えられます。 

Ｑ ４. あなたは、「荒廃した人工林」と｢健全な森林｣の状態の違いにつ

いて、知っていましたか？ 

  よく知っていた 

  ある程度は知っていた 

  あまり知らなかった 

  全く知らなかった 

 

Ｑ ５. あなたは、このような多摩地域における森林荒廃の問題を身近に感

じますか？ 

  大変身近に感じる 

  やや身近に感じる 

  あまり身近に感じない 

  全く身近に感じない 

 

Ｑ ６. Ｑ５で「大変身近に感じる」または「やや身近に感じる」と答えた

方のみお答えください。理由は何ですか？（複数可）具体的にある場合

は、下欄に記入して下さい。  

    

  多摩地域に住んでいるから 

  多摩地域によく訪れるから 

  多摩地域の森林によく訪れるから 

  多摩地域の森林に関わる仕事に携わっているから 
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  多摩地域と関わりはないが、自分の生活にも影響があるから。 

  その他 

 

 

 

 

 

Ⅱ．多摩の森林環境整備計画に関する質問をします。  

 

そこで、多摩地域の荒廃した人工林における様々な機能の低下(上記の①～④

の状態)を補うことを目的とし、間伐等の手入れの代わりに「多摩の森林環

境整備計画」を実施することと仮定します。 

「多摩の森林環境整備計画」は、「多摩地域における荒廃人工林 2 万 ha

（※今後木材生産として利用されない人工林だと仮定する）」を対象とし

ます。その規模は、上述したように、東京都の面積（諸島を除く）の約 11％、

の東京都(諸島を除く)の森林の約 38％の面積となります。 

 

「多摩の森林環境整備計画」では、以下の①～④の対策を施します。  

① 多摩の森林を植生豊かな森にするために、荒廃した人工林の林内に、その土

地に合った様々な植物を植栽します。  

Ｑ １. あなたは、多摩の森林において植物種が多様であることを重要だと

感じますか？ 

  とても重要だと感じる 
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  やや重要だと感じる 

  あまり重要だと感じない 

  全く重要だと感じない 

  

② 多摩地域における土砂災害の危険性を減らすため、対象森林内に土砂防止柵

などを設置します。  

 ちなみに、2002 年～2006 年の 5年間の東京都における土砂災害の件数は下図

のようになっています。 

  

参照：『砂防便覧(平成 20 年版)』 

 

また、土砂災害で「死者・行方不明者」が 1 人以上出る確率は約 2.3%、「人

家被害(全壊・半壊・一部損壊)」が 1 棟以上発生する確率は約 38%です。 

 

Ｑ ２. あなたは、多摩地域における土砂災害の危険性を身近に感じます

か？ 

  大変身近に感じる 

  やや身近に感じる 

  あまり身近に感じない 
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  全く身近に感じない 

 

③ 対象森林内に水路を整備することにより、洪水時の流量を減少させる環境を

整えます。  

 ちなみに、東京都における 1997 年～2006 年の水害（洪水や氾濫などによって

もたらされる災害）による浸水被害(床上・床下浸水の両方)の棟数は、下図の

ようになっています.（人的被害はほとんど無し）。 

 
図：東京都における最近 10 年間の水害による浸水棟数    

※ 1999 年には集中豪雨や熱帯低気圧による被害が数回にわたり発生した。 

※ 2005 年 9 月に、杉並区・中野区を中心に時間 112 ミリの雨が降り、５千棟を超える浸水被害が発生

した。 

 

Ｑ ３. あなたは、東京都における水害を危惧しますか？ 

  大変危惧する 

  やや危惧する 

  あまり危惧しない 

  全く危惧しない 
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④ 多摩地域の対象森林内に貯水池を設置する事により、東京都民の利用可能水

量を増加させます。  

Ｑ ４. あなたは、東京都民が利用できる水の量に関心を払いますか？ 

  大変関心を払う 

  やや関心を払う 

  あまり関心を払わない 

  全く関心を払わない 

問 5．ここからは、「多摩の森林環境整備計画」について 4 種類の仮想

的計画の中から、あなたが望ましいと思う順番を選択し、記入していた

だきます。回答方法を参考に、あまり考えずにお答えください。 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

（Ａ～Ｄの計画の中で、Ｂの計画が 1番好ましく、「計画を実施しない」が 2

番目に好ましく、Ａが 3番目に好ましい場合は、このように記入して下さい。） 

回答方法  

記入例 

 問 5‐例 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

植生種数の増加（種） 5 種 40 種 60 種 

 土砂災害リスクの減少（％） 10％ 30％ 90％ 

 洪水時流量の減少（％） 60％ 10％ 90％ 

 利用可能水量の増加（倍） １．５倍 １．２倍 ２倍 

計画を実施しない 

 負担金 1,000 円 500 円 5,000 円 0 円 

順位 3 1  2 
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以下、４つの選択肢の中から、あなたが賛同したいと思う計画の順番の 1位

から 3位までを選択してください。 

例えば、上表の例のＡの計画とは… 

多摩地域の荒廃した人工林２万 ha に新たに植栽する植物種を 5 種（現状を

「20 種」とするので「25種」となる。また、森林の状態がどうであれ種数は増

加すると仮定する。）とし、それ以外の健全な森林と比べて土砂災害のリスク

が 10％低下する規模の土砂防止柵を設置し、洪水時の流量が 60％減少するだ

けの水路を整備し、更に、東京都民が利用できる水量が今までの１．５倍になる

規模の貯水池を設置。この計画に対して、費用負担はあなたの世帯も含めて

一世帯あたり 1,000 円 

…ということになります。負担金の支払いは一度に限定されます。 

 

 

 

 

それでは、上記の記入例を参考に、次の６つの表それぞれについて４つの選択肢の中から、

あなたの支持する計画に１番から３番まで順位を選択して下さい。  

（Ａ～Ｄの中で一番好ましくないものには選択番号を入れないでおいて下さい。） 

(ver.7) 

 問 5‐1 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

 植生種数の増加（種） 20 種 20 種 40 種 

 土砂災害リスクの減少（％） 30％ 60％ 30％ 

 洪水時流量の減少（％） 10％ 90％ 90％ 

 利用可能水量の増加（倍） ２倍 １．２倍 １．５倍 

計画を実施しない 

 負担金 3,000 円 1,000 円 3,000 円 0 円 
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順位     

          

 問 5‐2 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

 植生種数の増加（種） 20 種 40 種 5 種 

 土砂災害リスクの減少（％） 30％ 90％ 60％ 

 洪水時流量の減少（％） 10％ 60％ 30％ 

 利用可能水量の増加（倍） ２倍 １．８倍 ２倍 

計画を実施しない 

 負担金 3,000 円 5,000 円 3,000 円 0 円 

順位     

          

 問 5‐3 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

 植生種数の増加（種） 60 種 5 種 60 種 

 土砂災害リスクの減少（％） 60％ 10％ 90％ 

 洪水時流量の減少（％） 10％ 90％ 90％ 

 利用可能水量の増加（倍） ２倍 １．２倍 １．８倍 

計画を実施しない 

 負担金 1,000 円 3,000 円 5,000 円 0 円 

順位     

          

 問 5‐4 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

 植生種数の増加（種） 40 種 5 種 40 種 

 土砂災害リスクの減少（％） 30％ 90％ 60％ 

 洪水時流量の減少（％） 90％ 10％ 10％ 

 利用可能水量の増加（倍） １．８倍 １．５倍 ２倍 

計画を実施しない 

 負担金 500 円 1,000 円 3,000 円 0 円 

順位     

          

 問 5‐5 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 
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 植生種数の増加（種） 40 種 5 種 60 種 

 土砂災害リスクの減少（％） 10％ 30％ 60％ 

 洪水時流量の減少（％） 10％ 30％ 30％ 

 利用可能水量の増加（倍） ２倍 １．５倍 １．８倍 

計画を実施しない 

 負担金 500 円 500 円 1,000 円 0 円 

順位     

          

 問 5‐6 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

 植生種数の増加（種） 40 種 5 種 20 種 

 土砂災害リスクの減少（％） 30％ 60％ 60％ 

 洪水時流量の減少（％） 90％ 90％ 10％ 

 利用可能水量の増加（倍） １．８倍 １．５倍 １．８倍 

計画を実施しない 

 負担金 500 円 5,000 円 1,000 円 0 円 

順位     

 

 

     

III.最後にあなたご自身についてお答えください。  

 

Ｑ1．あなたのお住まいはどちらですか。都道府県と市町村名だけを記入してく

ださい。 

 

     区市町村   

 

Ｑ２．あなたの性別と年齢階層を教えて下さい。 
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 性別    年齢階層   

 

Ｑ3．あなたの家庭のおよその年収を税込みでお示しください（税・年金も含め

ます。）  

   ※年収の違いが調査結果に影響を与えているかを分析する目的でお伺い

しています。 

   任意回答で結構です。１人暮らしの方は、お１人で１世帯となります。    

 

 年収   

 

Ｑ４． あなたのご職業を教えて下さい。 

 

 職業   「その他」の場合   

 

Ｑ5．次に当てはまるものがある方は、ボックスにチェックしてください。 

 

  多摩地域に住んでいる。 

  多摩地域によく訪れる。 

  多摩地域の森林によく訪れる。 

  森林に関わる仕事をしている。 

  環境に関わるＮＧＯに勤務、又は活動のボランティアをしている。 

  企業で環境に関わる業務を行っている。 

  環境に関する研究を行っている。 
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Ｑ6. その他、何かご意見ありましたら以下に記入してください 

 

 

    

 

 

以上でアンケートの記入が終わりました。 

ご協力ありがとうございました。 

 

アンケートにご協力して頂いた方の中から、抽選で特賞としてディズ

ニーランド・ディズニーシーもしくはユニバーサル・スタジオ・ジャ

パンのペアチケットをプレゼントさせていただきます。また、特賞に

もれた方の中から抽選で 10 名の方に図書券もしくは音楽ギフト券

（1000 円分）をプレゼントいたします。ご希望の方は、記入欄にご連

絡先をお書きください。  

 メールアドレス  

 

 

間違いがなければ、以下の送信ボタンを押してください。 
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《謝辞》 

 アンケートは以上です。 

 お忙しい中、最後までご協力いただき、本当にありがとうございました。 

 お 1人ずつ直接お礼を申し上げることは出来ませんが、ご協力に心より感謝

いたします。 

 また、本アンケートの作成にあたりご協力いただきました皆様に、この場を

お借りして心よりお礼申し上げます。 

 

（ ※ なお、本アンケートの「多摩の森林環境整備計画」は仮想の計画であり、

本研究は間伐を反対するものではありません。 

   本調査によるデータを用いて間接的に間伐の価値を分析し、最終的には間

伐を推進することが目的であるということを 

   ご理解下さい。） 
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添付資料（2） 

# 
#環境経済学計算機実習、選択型コンジョイント用、Ｒプログラム 
# 2008年 11月 18日、Kazuhiko Yokoyama 

# 
# データの読み込み 

# 
dlist <- read.table("zenkoku1118.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]*shokusei1/100+ 
p[2]*dosha1/100+p[3]*kozui1/100+p[4]*suiryo1+p[5]*price1/10000) 
v2<-exp(p[1]*shokusei2/100+ 
p[2]*dosha2/100+p[3]*kozui2/100+p[4]*suiryo2+p[5]*price2/10000) 
v3<-exp(p[1]*shokusei3/100+ 
p[2]*dosha3/100+p[3]*kozui3/100+p[4]*suiryo3+p[5]*price3/10000) 
# 

# 
#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) 
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# 
#対数尤度を負の数にする（nlwamが最小化するため） 

# 
 -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), hessian = TRUE) 
# 
#出力準備 

# 
alabel <- c("shokusei","dosha","kozui","suiryo","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 <- 1326-2 
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[5]) 
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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添付資料（3） あきる野市バイオマスタウン構

想  
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2008 年度 学位論文  
 

『間伐材利活用計画における環境影響を考慮した費用便益分析』 
 

地球環境学研究科 地球環境学専攻 
横山 和彦 

 

要 旨 
 
1. 研究の背景  
バイオマスは再生可能な資源であり、「温室効果ガス削減」や「農山村・農林漁業の活性

化」等にも寄与するという期待から、日本政府は力を上げてその利活用を促進し始めてい

るが、その中でも近年、食糧と競合せず、また農山村地域に豊富に賦存する間伐材などの

林地残材に注目が集まっている。しかし、間伐材の利用状況はその期待とは裏腹にほとん

ど進展しておらず、その大きな原因として「利活用に伴う費用が便益を上回る」というこ

とが考えられる。そのような間伐材の利活用が期待されている現状と進展しない現実の乖

離から、「環境面」における効果を反映させる必要性を感じ、本研究では、そのように市場

において考慮されていない便益（外部経済）を含めて、費用便益を明らかにすることを試

みた。 

 
2. 研究の目的  
本研究では、間伐から間伐材利活用に至るまでの計画（以下「間伐材利活用計画」と定

義）を事例とし、その費用便益を「環境面」も含めて分析することとした。この「環境面」

とは、間伐による森林整備の効果や二酸化炭素削減効果などの市場において反映されてい

ない効果のことである。それらを環境経済評価等によって貨幣換算し、「間伐材利活用計画

において環境影響が考慮されれば便益が費用を上回る」という仮説の立証を試みた。その

結果を基に、間伐材利活用計画における課題点や可能性を見出し、当計画の促進に影響を

及ぼし得る示唆を与えることが、本研究の目的である。 

 
本費用便益分析は、３つの段階によって行われた。第一段階は、間伐による森林整備の

効果、つまり「森林の多面的機能」の向上がもたらす効果を定量的に把握することである。

手入れのされていない森林において、それらの機能が間伐によってどれだけ向上するのか

をこの段階で定量的に把握された。第二段階は、環境経済評価手法である「コンジョイン

ト分析」を用いて、第一段階にて定量化した「間伐による森林の多面的機能向上の効果」

を貨幣価値によって明らかにした。そして、最後の第三段階は本研究の目的であり、あき
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る野市における間伐材利活用計画を事例として、その「間伐」から「間伐材利活用」に至

るまでの「経済面」と「環境面」における費用便益を分析し、明らかにした。 

 
3. 結果と考察  
 第一段階において、先行研究を基に間伐の効果を定量的に表すことができた。無間伐林

に間伐を施すことにより、森林の「生物多様性保全機能」、「土砂災害防止機能」、「水源涵

養機能」、「地球環境保全機能」に正の影響を及ぼし、それによって「植生種数の増加」が

「11種」、「土砂災害リスクの減少」が「10％」、「洪水時流量の減少」が「11％」、「利用可

能水量の増加」が「1.3 倍」と変化することが表された。また、間伐による「二酸化炭素
吸収量の増加」の効果は、1haあたりの間伐により、4.95t-CO2の削減効果があるとされ、

この段階にて 1万 4850円として貨幣価値にて表された。 

 
 第二段階では、環境経済評価手法であるコンジョイント分析を用いて、第 2章にて定量
的に表すことができた間伐による効果の貨幣換算を試みた。コンジョイント分析は人々の

選好に依存した評価手法であるため、それに必要となるアンケート設計を行い、事前調査

等による修正を重ねて「多摩地域の森林環境整備に関するアンケート」というシナリオに

て作成した。アンケート調査では、インターネット上にて 232人から回答を得ることがで
き、多摩地域における間伐がもたらす便益の各属性「植生種数の増加」、「土砂災害リスク

の減少」、「洪水時流量の減少」、「利用可能水量の増加」に関してコンジョイント推計を行

った。その結果、「植生種数の増加」の効果は、1ha あたりで「11 万 3314 円」、「土砂災
害リスクの減少」は 1haあたり「2万 4257円」として便益額を表すことができ、「洪水時
流量の減少」においては 1haあたり「1万 6673円」という評価額を明らかにした。「利用
可能水量の増加」に関しては、推計結果にて有意な結果として表されなかったため、便益

を考慮しなかった。これらの各属性における便益額に、第 2章にて算出した「二酸化炭素

吸収量の増加」の便益額を含めて合算した結果、多摩地域における無間伐林の間伐により、

1haあたり「16万 9094円」という総便益評価額が明らかとなった。 

 
 最後に、第 4 章では、「あきる野市における間伐材利活用計画」を事例として、その費
用便益分析を試みた。その際、費用便益分析におけるシナリオ設定や前提条件等を明確に

し、フローごとに経済面・環境面それぞれ分けて分析を行った。その過程において、第 3
章にて推計した多摩地域における間伐の効果を環境面の便益として組み込み、それらの結

果を統合する事により費用便益分析結果を明らかにしたのである。 

 その結果、本間伐材利活用計画における間伐材利用量 2900tあたりにおいて、費用が「1
億 8112 万円」、便益が「1 億 7346 万円」となり、ここで僅かであるが費用が便益を上回
り、有効性は検証されなかった。このことは、当初の目論見とは異なる厳しい結果である



 118 

と言えるが、この結果を基に、様々な角度から考察を行うことで、本間伐材利活用計画に

おいての課題点や有効性を見出し、また、改善策を論じることができた。更に、間伐材利

活用計画における多大な可能性の存在を示す事ができ、これにより間伐材利活用計画の実

施が促進されることが期待される。 
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Abstract: 
 
Background of the study: 
 

Recently, the government has began to utilize biomass known as renewable 
resources with expectation that it has effect on reducing greenhouse gas ,and has 
possibility to activate rural areas, agriculture and forestry fishery.  Especially, 
thinning materials is expected for the reason why they do not disturb producing food, 
and they exist enormously in rural areas.  However, against the expectation, utilizing 

those materials is not advanced because its cost is thought to exceed its benefit.  
Therefore, it thought to be needed to involve its effects on environment into economical 
value, so I tried to make the real value of utilizing thinning materials visible in 
consideration of its benefit on environment. 
 
Objective: 

This research analyzed the cost and benefit of the plan that involves 
implementation from thinning to utilizing thinning materials with the effect on 

environment.  The effect is composed of benefit on forest and reduction of greenhouse 
gas which are out of market.  Therefore, the purpose of this thesis is to express the 
effect as economical value, and to discover problems and possibility of the plan.  
Additionally, I hope to suggest some hints to promote implementation of the plan. 
 
     This analysis was implemented by three steps.  At the first step, the benefit on 
forest by thinning was measured quantitatively.  At the second step, Conjoint method; 
one of the methods to evaluate environmental value, was applied to measure 

improvement of multiple functions of forest by thinning.  At the last step, the cost and 
benefit of the plan from thinning to utilizing thinning materials was analyzed from two 
aspects, economical aspects and environmental aspects.  Thus, the cost and benefit 
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were estimated by the analysis. 
 
Consideration on results: 
 

First, the effect of thinning was measured, referring precedent study.  Thinning 
give effects on multiple functions of forest; functions of conserving biodiversity, 
preventing landslide disaster, cultivating source of a river, and conserving global 
environment.  In concrete, it was revealed for thinning to increase the number of the 

vegetation in 11 classes, to decrease risks of land slide disaster in 10%, to decrease the 
quantity of flooding, and to increase available amount of water to 1.3 times.  In 
addition, the effect of thinning on decreasing CO2 emissions was estimated as 4.95t- 
CO2, that is 14,850 yen in a value of money. 
 
     Second, with using Conjoint method, I tried to express the effects of thinning in a 
visible way.  This method measure the multi-attributes evaluation in order to 
estimate people’s WTP (Willingness To Pay), so it is needed to compose the 

questionnaire.  The questionnaire was modified properly by pre-tested some times, 
and it was composed as “a questionnaire about forest maintenance in Tama region”.  
The questionnaire got 232 data on the internet, and each attributes of effects of 
thinning was estimated from the data.  The results showed that the effect on 
increasing number of vegetation classes was estimated to become 113,314 yen per 
hectare, and that the effect on decreasing risks of landslide disaster was estimated to 
be 24,257 yen per hectare.  Additionally, the effect of thinning on decreasing the 
quantity of flooding was estimated to be 16,673 yen per hectare, but the effect on 

increasing available amount of water could not be estimated because of lack of 
significance.  Those all benefits by thinning unmaintained forest in Tama region 
involved the effect on decreasing CO2 emissions, which was already estimated in a 
value of money, were shown as 169,094 yen per hectare. 
 
     Finally, in the forth chapter, a cost-benefit analysis was carried out to the plan of 
utilizing thinning materials in Akiruno city as an example.  In the chapter, scenarios 
and preconditions were set properly to apply the analysis, and it was carried out along 

the processes in each aspect of economical effect and environmental effect.  In the 
process, the benefits of thinning in Tama region, which were estimated in the third 
chapter, was inserted to the estimation, and the cost-benefit of the plan was revealed. 
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     As the result, the costs of this plan of utilizing 2900 tons of thinning materials 
were estimated to be approximately 181 millions yen, and its benefits were estimated 
to become about 174 millions yen.  This result means that the plan of utilizing 
thinning materials in Akiruno city is not effective from the viewpoint of cost-benefit.  
This result was different from hypothesis, but on the basis of the result, I could 
discover both problems and possibilities of the plan.  Furthermore, several ideas of 
improvement were thought of thorough this analysis.  It is expected that this research 
will promote implementation of the plan of utilizing thinning materials. 

 


