
                           

１．研究の着眼点と目的 

文化遺産は，住民や地域にとって貴重な「文化資本」

(1)として近年まちづくりや産業の育成，観光といったさ

まざまな分野において重要性が高まってきている。文化

資本は，私的な財としての側面と，歴史的・文化的価値

などの公益的側面を併せ持ち，この公益的側面は市場で

取引されることがきわめてまれなうえ，むしろ生活の質

の中により多く表れるものであることから，その価値を

貨幣タームで直接的に評価することは困難である。その

ため文化資本の本来の価値が過小評価され，必要なニー

ズを満たしうる資源が提供されてないのではないかと考

えられる。 

本研究は，文化資本の便益を客観的かつ定量的に明ら

かにしその内容を推定することで，必要な資源を供給す

る方策が導かれるのではないかとの前提に立ち，世界遺

産富山県五箇山合掌造り集落を事例として，観光客及び

全国民を対象に CVM(Contingent Valuation Method)調査を

実施した。本稿では，全国調査の結果を中心に分析し，

観光客調査の結果(2)との比較を行う。五箇山合掌造り集

落は，その類まれな文化的景観が評価され世界遺産とし

てきわめて価値の確立されたケースであると同時に，住

民が生活する「生きている史跡（living heritage）」で

あってより総合的な保護の仕組みが求められていること

から，典型的事例と考える。 

   

２． 五箇山合掌造り集落をめぐる実態分析 

 

 

 

（１）集落の概要及び将来ビジョン 

富山県五箇山地域の合掌造り集落は中部山岳地帯にあっ

て，周囲の自然環境や地場産業に適合して発達したきわめ

て合理的な民家であり，日本の木造文化を代表するもので

ある。この伝統的合掌造り集落は，1950 年代から 70 年代 

写真－1．平村遠景：同村提供     

 

 

 

 

写真－2．上平村近景：筆者撮影     

1976 年，五箇山は 1994 年），及び世界遺産登録（1995

年）がなされている。 

このうち富山県五箇山の合掌造り集落は，平村相倉集

落(3)，上平村菅沼集落(4)の 2 つが存在しており，ともに 

規模的には小さいが，重伝建保存地区内における全建物 
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中の伝建建築物比率は 8 割前後に達し(5)，文化財保護法

上の史跡指定（1970 年）も受けている。 

（２）集落の現状と課題 

富山県五箇山地域の集落では，文化財保護法の史跡指

定後，現状変更の禁止措置等により建造物戸数の減少は

食い止められたものの，集落の高齢化，過疎化は緩慢な

がら進行している。集落を維持してきた「結（ユイ）」な

どの社会的構造も変化し，観光関連世帯の増加，高齢世

帯を中心とした転出など，世帯・人口の減少はさまざま

な集落維持機能の減退に直結し，文化遺産としての価値

の維持にも影響する。 

この中で，将来にわたって文化遺産としての価値を継

続し，無制限な観光地化を回避し，地域が持続して存続

するためには，住民の生活の維持，住民生活の福祉の向

上が重要である。例えば，平村では日本に残る数少ない

農山村文化発信の拠点として「文化財である相倉」と

「静かで住みやすい相倉」の両立のため(6)，保存財団を

作り，文化遺産保護を内容とする雇用創出を目指して(7)，

世界遺産登録後急増した観光客の駐車場の整備と交通整

理，協力金の集金，民俗館の管理を主として行っている

(8)。 

一方，上平村の菅沼集落では，集落内の民宿は 1 軒の

みで観光地化回避の意向は強く，現状維持により近い形

での保存を行うため教育施設や宿泊体験施設は別途集落

とトンネルで結んだ隣接地に展開することとした（「青少

年旅行村・合掌の里」）。このため，集落内への観光客の

入り込みは現在自由に行われており(9)，協力金などの集

金システムはない。 

（３）新たな支援システムの可能性 

富山県五箇山の集落は，岐阜県白川郷の荻町集落と異

なり，重要伝統的建造物群に加えて国の史跡指定（文化

財保護法第 69 条）がなされ，保存活用のための国の整備

費補助，火災等の災害を未然に防止するための防災施設

費に関する補助などが行われている(10)。史跡指定はこの

ような保護とともに強力な私権の制限が加えられ，集落

をできる限りそのままの形で保存するという住民の意向

に沿った措置であったが，重伝建の保護あるいは史跡の

保存という観点から行われる施策のみでは，合掌造りの

ような住民生活と文化財保護が一体化している「生きた

史跡」である事例を支援する上での限界があり，景観保

護のための電柱の埋設・各種施設の充実や周辺森林や農

地耕作の維持（いわゆるバッファーゾーン），新たな雇用

の場の確保などは，例えば経済産業施策や農林水産施策

の対象として優先順位を与える行政内部の事実上の申し

合わせに委ねられている。同時に，さまざまな日常的保

存にかかる労働力の確保が深刻な課題となる中，村や集

落で十分調達し得ない労働力をどのように確保するのか，

従来の結に代わる新たな互助制度と，それを支える総合

的な支援のシステムが求められている。 

 

３．調査設計及び分析 

（１）文化資本の価値評価 

市場で取引されない文化資本の公益性は，利用価値

（use value）のみならず非利用価値（non use value）

が大きく，これをどのように評価するかが重要になる。

文化資本が有する価値については諸説あるが(11)，本研究

では，オプション価値，存在価値，遺贈価値，教育的価

値，審美的価値を想定し，それぞれの重要性について考

察した(12)。 

本調査においては，環境財をはじめとする公共財の評

価の手法として汎用性が高い CVM を使用する。CVM は

市場での取引が存在しない環境財などについて仮想的な

市場を創設，アンケート調査等の手段を通じて模擬市場

取引を行い，支払い意志額（willingness to pay，以下

WTP という）を直接受益者に尋ねることによって評価額

を推定する手法である(13)。わが国では特に農業の公益的

機能評価や環境財の評価に関して近年研究蓄積が急増し

ている(14)。また，国際的にも芸術文化に関わる CVM 研

究もいくつか行われている(15)。 

CVM は人々の意識に基づくため，バイアス(16)への配

慮が必要であるが，今回は 2 度の提示額を示すことによ

って戦略的バイアスなどを回避できる「2 段階 2 項選択

法（double bounded dichotomous choice）」を採用，受

益者の便益を明確にするために，ランダム効用モデル

（random utility model）を採用した(17)。 

模擬市場である以上，選択者に対して十分な情報が提

供されなければならないことはもちろんであり，NOAA

のガイドライン(18)を参考にしつつフォーカス・グルー

プ・インタビュー，パイロット・サーベイなど事前の手

続きを踏みつつ，慎重に調査の設計を行った(19)。また，

支払い意志への影響要因を考察するために受益者の属性

や活動（学歴，過去 1 年間に行った文化活動や自然探索

などの活動経験），合掌造りに抱いている価値観を確認で

きるように調査票を設計した。 

（２）アンケート調査実施方法 

本調査において評価対象とする母集団については，地

域住民（村民）あるいは県民を対象とすることも考えら

れるが，合掌造り集落の文化的価値の普遍性と，支援者

としての可能性（所有資源の規模）に鑑み，観光客調査

（2001 年 9 月）及び全国市町村に居住する者（層化 2

段無作為抽出(20)）への郵送調査（2001 年 11 月）とした。

観光客調査は，現地集落においてランダムサンプリング
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によるモールインターセプト，自記入方式で行った。郵

送調査は，回収率を上げるために督促を 1 回行った。回

答状況は表－1 のとおりである。  

 

表－1. 回収状況 

 配 布

総数 

回 収

数 

回 収

率 

WTP 
非回答率 

抵 抗 回

答率 

全国 2,903 782 26.9% 5.11% 21.9% 

観光客 2,119 1,510 71.3% 5.10% 12.5% 

 

調査項目は，回答者の社会属性，合掌造り集落のイ

メージなど WTP に影響を与えていると考えられる項目，

負担のあり方及び WTP を尋ねる質問に大きく分けられ，

回答者は世帯意見を代表するものと想定した。具体的な

質問項目は表－2 のとおりである。 

 

表－2. アンケートの質問項目 

社会的属性 合掌造りへの意識 負担のあり方 

居住地 

年齢 

性別 

職業 

年収 

学歴 

日常の活動 

認知度 

訪問経験 

美しいと思うか 

合掌造りのイメージ 

合掌造りの価値認識 

 

費用負担反対理由 

維持すべき主体 

ボランティア意欲 

ボランティア促進施策

 

仮想市場としてのシナリオは，合掌造り集落について

判断するために必要な情報を提供しつつ(21)，「合掌造り

集落の現状をこのまま維持，保存していくため」の「合

掌造り集落保存基金」とした。また，NOAA のガイドラ

インに沿って，基金の情報公開の義務付けや使途の集落

保存目的への限定，寄附によって可処分所得が減少する

ことにも言及した。なお，シナリオを拒否した「抵抗回

答」については限定的に考えることとし，提示額に対し

て「いいえ」と回答した人にその理由を尋ね，「他の方法

で維持していくべき」とのみ回答した者とした(22)。 

（３）調査結果の分析 

調査対象集団の特性は表－3 のとおりである。 

 

表－3. 調査対象集団の特性    

変数 全国調査 観光客 全国平均

居住地 北陸地区＝1,その他＝0 0.06 0.457 0.044

年齢（歳） 60.1 42.3 47.3

性別 男＝1,女＝0 0.80 0.49 0.49

職業 農業＝1,その他＝0 0.059 0.013 0.029

年収平均（百万円） 557.3 614.2 708.2

学歴 高等教育＝1,その他＝0 0.36 0.52 0.24

注：全国平均は 15 歳以上を母集団とした。 

 

全国調査における回答者の居住地域分布は，層化の

際の地域別比率とほぼ同じで，特段の偏りは見られず，

およそ人口比である。男性比率，年齢は全国平均よりも

かなり高く，世帯収入はやや低い。電話帳をベースとし

て標本を抽出したため世帯主が回答する可能性が高かっ

たと考えられる。この回答者集団は，合掌造りに関する

認知度はきわめて高く，79.4％が内容について何らかの

知識を有し，39.1％に来訪経験がある。ボランティアに

ついては，肉体的理由などでできない（50.8％）が多い。 

一方，観光客は交通の利便性から，富山・石川が半数

弱，年齢は 20 歳代（25.1％），50 歳代（23.1％），専門

職，管理職，事務職が多い。性別は均衡しており，収入

は若干全国平均を下回っている。普通車での個人旅行者

が多く回答しており，約半数が以前から興味があり

（45.5％），リピーター（48.3％）である。ボランティア

には積極的，そのためには無料便宜供与（31.9％），合掌

造りに関する情報提供（22.1％，いずれも複数回答）が

必要としている。 

いずれの集団も学歴がきわめて高く，文化財や自然探

索に熱心である(23)。ちなみに，過去 1 年間の寄付経験の

比率は少ないが，全国平均は自発的寄付だけでなく町内

会費なども含まれているためと考えられる（表－4 参照）。 

 

表－4.過去 1 年間の活動 全国調査 観光客調査 全国平均

鑑賞型文化活動 49.5% 60.6% 63.0% 

参加型文化活動 7.9% 10.9% 19.5% 

寺社仏閣遺跡訪問 54.5% 49.2% 33.5% 

自然探索 35.3% 47.8% 30.8% 

ボランティア活動 15.5% 11.5% 25% 

寄付経験 29.2% 21.8% 68% 

 

合掌造り集落に関する価値や認識は全国調査も観光客

調査もほぼ同様の結果となっている。審美的価値（美し

いかどうか）はそれぞれ 85.2％，92.9％が認めている。

文化的価値が重要であるとする意見，将来世代に残して

おきたい（遺贈価値），残っていること自体素晴らしい

（存在価値），イメージとしての伝統的茅屋根や懐かしい

日本の風景あるいは山村集落という認識が多く回答を得

ている（複数回答，図－1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

仮想市場である基金に対する支払いの受諾率は図仮
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図－１ 合掌造りに対する認識・イメージ
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仮想市場である基金に対する支払いの受諾率は図

－2 のとおりである。 
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  図－2 受諾率 

 

また，支払いを拒否した人々にその理由を尋ねた結果

は，いずれも「負担金の額が高いとする回答」と，「他

の方法を維持すべき」が圧倒的に多く，全有効回答に対

する抵抗回答は全国調査で 21.9％,（171/782 人），観光

客調査では 12.5％（189／1,508 人）であり，全国調査

でのシナリオ拒否（自由記述から推測すると，国が支援

すべきとの意見）が若干多い（表－1 参照）。 

合掌造り集落の維持方法（複数回答）については，表

－5 のとおりである。いずれも公的支援を中心に，観光

客や関心のある人々の支援を指摘するものとなっている。 

 

表－5. 合掌造り集落の維持方法 全国調査 観光客調査

関心のある人々が支援すべき 122 

(15.6%) 

216(14.3%)

住民が自助努力で維持すべき 43(5.5%) 113(7.5%) 

観光客から入場料を取るべき 201(25.7%) 335(22.2%)

地方自治体が支援するべき 411(52.6%) 780(51.7%)

国が支援するべき 554(70.8%) 987(65.5%)

 

４．付値関数の推定 

（１）付値関数の推定 

上記の集団において，抵抗回答を除くモデルに基づき

付値関数の推定を行った。データクリーニングは最小限

にとどめている。説明変数は表－6，付値関数の推定状

況は表－7 のとおりである。 

 

表－6. 説明変数 表示 

In(T)：提示額 

訪問理由：積極的=1,他=0 

景観評価：美しい=1,他=0 

景観イメージ：残り少ない山村集落=1,他=0 

景観イメージ：懐かしい風景=1,他=0 

景観イメージ：国の重要文化財=1,他=0 

文化的価値の認識：有=1,他=0 

遺贈価値の認識：有=1,他=0 

In(T) 

Drsn 

Dbeu 

Dvlg 

Dnst 

Dnip 

Dcul 

Dbqt 

存在価値の認識：有=1,他=0 

支援者：国=1,他=0 

性別：女性=1,男性=0 

年齢 

In(INC)：所得（万円） 

ボランティア経験（過去 1 年間）：有=1,他=0 

Dext 

Dsup 

Dgen 

Dage 

In(INC) 

Dvol 

 
 

表－7. 付値関数 

変数 全国調査(1) 全国調査（2） 観光客調査 

定数項 3.08029(**) 5.78993(**) 7.95725(**) 

In(T) -1.19009(**) -1.17802(**) -1.16133(**) 

Drsn － － 0.46001(**) 

Dbeu － － 0.31679(**) 

Dvlg － － -0.35382(**) 

Dnst － － -0.02082

Dnip － － 0.35694(*) 

Dcul － － 0.40584(**) 

Dbqt 0.831746(**) 0.796072(**) 0.57930(**) 

Dext 0.634324(**) 0.673265(**) -0.18565

Dsup － － 0.52797(**) 

Dgen － －   -0.09769

Dage 0.025114(**) -1.11373 － 

Dvol － － 0.69056(**) 

In(INC) 0.591152(**) 0.385758(**) 0.03099

N 549 549 1,122

対数尤度 -649.123 -655.076 -1544.24

Mean WTP    10,344.94 11,109.196 19,940.95

信頼区間 

6,706.1-     

21,173.9 

7,305.7-   

23,499.7

14,292.18-   

33,533.21

Median WTP 1,885.261 1,904.508 3,116.61

信頼区間 1,640.5-2,112.6 1,680.3-2,132.2 2,868.72-3,364.54

（注）＊有意水準 5％で棄却，＊＊有意水準 1％で棄却，信頼区間

は 90％水準に設定。全国調査（1）は通常モデル，（2）は年齢に

関するリサンプリングモデル。 

 

（２）全国調査の特色 

支払い意志との間で統計的に有意な強い相関が得られ

ているのは，遺贈価値，存在価値，年齢及び収入である。

可処分所得が比較的大きい観光客と異なり，収入に正の

相関が見られたことは，収入と消費行動の連動に関する

一般原則と整合的である。 

WTP と相関の見られた年齢によるバイアスについて

は，リサンプリングを行った。全国の 15 歳以上人口に

おける各年齢層の比率で割り戻し，別途付値関数の推定

を行った結果，WTP は若干高く出ているがほぼ同程度

であり，年齢との相関が見られなくなっている。 

次に，WTP との相関は見られていないが，全国調査

の対象者が訪問経験者に偏っている可能性(24)から，訪

問経験の影響を考察した。訪問経験によって，一部の

人々がその維持保存に対してより大きな便益を感じるよ

うになり，結果として WTP の分布によりばらつきが生
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じる可能性や，便益の依拠する価値が遺贈価値に収斂す

る可能性などが考えられるが，尤度比検定を行ったとこ

ろ，上記訪問経験別の各集団における支払い意志額に関

する関数には統計上有意な差が見られなかったため，こ

れらを結論付けるには至らなかった。 

また，この調査の回答者集団は，学歴が極めて高く，

過去 1 年間に神社仏閣・遺跡・お祭りや行事に参加する

など文化財探索活動に積極的な，「好意的な集団」と考

えられる。そこで，WTP との相関は見られていないが，

学歴，過去 1 年間の文化財探索経験の影響をそれぞれ考

察した。その結果，高学歴集団（高等教育以上）とそう

でない集団では各 WTP にほとんど差異はなく，尤度比

検定によっても，支払い意志額に関する関数に統計上有

意な差はみられなかった。一方，過去 1 年間に文化財探

索活動を行った集団（文化財探索派）とそうでない集団

を比較したところ，文化財探索派の WTP は相対的に低

く，尤度比検定で統計上有意な差が見られた。また，

WTP も Median では大きな差が見られなかったが，Mean

ではかなりのひらきが見られた。文化財探索派は，既に

文化財探索に際して何らかの支払いを行っていることか

ら，五箇山に対する WTP が減額されたのではないかと

考えられ，また，過去に文化財探索を行っていない集団

の WTP が高いことは，温情効果（warm glow）の存在

を強く示唆する。このことから，TWTP は回収率で割り

引いて温情効果を軽減することとし，また，可能な制度

設計の検討に当たっては，Mean WTP ではなく Median 

WTP を中心に考察することとした。 

合掌造りの認知度はきわめて高く，合掌造り集落を知

っているかどうか，以前に合掌造り集落に行ったことが

あるかどうか，また今後合掌造り集落を訪れるかどうか

に関わらず，それが存在し続けること，将来世代に文化

遺産を渡したいと考えることによって，人々は寄付への

支払い意志を持つといえる。したがって，文化資本の便

益を考える際には単に利用価値のみでは十分な結果が得

られないと考えられる。 

（３）観光客調査の特色 

観光客は，審美的価値（美しいと思う），文化的価値，

とりわけ遺贈価値に対する自らの判断に基づき，金銭的

負担を行う用意がある。さらに，観光客の便益は，合掌

造り集落の遺贈価値，ボランティア活動経験，国が支援

の主体となるべきという意見との間に有意な正の相関が

見られるが，これは観光客が合掌造りを将来世代に残し

ていくために，受益者としての負担を行う（基金に一定

額を支払う）だけでなくボランティアの潜在的母体とな

りうることを強く示唆する。とりわけ，国に支援の主体

としての期待を抱いていることから，自らの関与と公的

な国の関与をともに望んでいると考えられる。 

なお，一般に環境財の場合には，支払い意志と収入の

間に正の相関が見られることが多いが，今回の対象は観

光客であって，可処分所得がある程度大きく収入が支払

い行動の制約条件とならない集団であったため，相関が

見られなかったと考えられる。 

（４）合掌造り集落の価値に関する考察 

今回の調査ではいずれの集団においても，支払い意志

と教育レベルや職業，居住地域などの属性とは有意な相

関は得られなかった。また，年齢のリサンプリングの結

果から，年齢に関しても相関がない可能性が高く，この

ことからも，文化財保護は特定の層の便益ではなく，全

国民的な広がりをもっていることを示すと考えられる。 

ここで感度分析を行い，相関の強い項目「遺贈価

値」及び「存在価値」，「文化的価値」，「審美的価値」の

WTP の変動への大きさを推計した。結果は表－8 に示

すとおりである。全国調査，観光客調査のいずれにおい

ても，遺贈価値が WTP の最大の変動要因であり，全国

民にとっては存在価値が，観光客にとっては文化的価値

の重要性及び審美的価値が大きな要素となっていること

がわかる。 

 

表－8. 感度 

分析（円） 

遺贈価値 存在価値 文化的価

値 

審美的価

値 

Mean 

WTP 

全国 7,016.25 5,528.20 － － 

観光客 10,090.82 － 6,459.26 5,383.98

Median 

WTP 

全国 1,278.64 1,007.46 － － 

観光客 1,577.12 － 1,009.53 841.47 

 

これらのことから，合掌造り集落が依拠する価値につ

いて考察すると，異なる対象集団において反復して支払

い意志と強い正の相関を生じている「遺贈価値」を合掌

造り集落の根源的な価値と見てよいのではないかと思わ

れる。また，全国調査では存在価値が，観光客調査では

審美的価値，文化的価値にそれぞれ支払い意志の相関が

見られているが，これは全国調査では半数が実際に合掌

造り集落を体験することなく価値を評価するためより包

括的な存在価値に着目して将来世代に残そうとしている

のに対し，観光客は実際の集落を体験した直後であり，

その審美的価値に着目し，これを文化的価値に転化して

支払い行動につなげていると考えられる。 

 

５．便益の分析 

（１）TWTP の推計  

 抵抗回答を除外したデータによる付値関数から，全国

及び観光客の便益を推計した結果は，表－9 のとおりで
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ある。一般的には便益の総和を求めるという観点から平

均値が使用されるが，50％の回答者が同意する金額であ

る中央値は，バイアスに対して頑健である(robust)とと

もに，多数決原理を勘案すれば政策的合意点として十分

意味のある金額であるため，両者を推計した。 

全国の一世帯当たり Mean WTP は 10,345 円，Median 

WTP は 1,885 円であり，2000 年度国勢調査速報による

全国世帯数を乗じた全国的な集落の便益は，Mean 

TWTP（平均値）で 4,797 億 5,705 万円，Median TWTP

（中央値）で 874 億 3,084 万円である。一般的な TWTP

の推計はこの値をいうが，本研究では回収率（26．

9％）で割り引いた数値を検討の対象としたい。 

CVM では控えめな推定を行うのが原則であり，4(2)

で考察したように，バイアスの存在や温情効果などによ

り過大な評価がなされている可能性が否めないためであ

る。回収率で割り引いた後の推定値では，回収できなか

ったサンプルの WTP をすべて 0 円と仮定しているため，

実際の TWTP よりも低くなると考えられるが，少なく

とも全国の Mean TWTP は 1,290 億 5,465 万円， 

Median TWTP は 235 億 1,890 万円であるといえる。ま

た，WTP の推計に当たって使用したサンプルのみの比

率で割り引いた推計も行った。WTP 推計に使用できな

かったサンプルをすべて 0 円と仮定したこの推計におい

ても，Mean TWTP で 900 億円相当の便益を確認するこ

とができた。 

 一方，観光客調査では，一世帯あたり Mean WTP は

19,941 円，Median WTP は 3,117 円である。集落への

訪問者数に関するオフィシャルデータはない。そこで，

最小限の数字としてほとんどの観光客が駐車場を利用す

ることから車両数（一車両一世帯）及び博物館施設入館

者数をもとに推定した(25)。回収率で割り引いた結果は，

それぞれ 13 億 5,500 万円，2 億 1,178 万円となった。 

 

表 － 9.  TWTP の 推 計

（円）  

全国調査 観光客調査

Mean WTP     10,344.94 19,940.95 

Median WTP 1,885.26 3,116.61 

推定世帯数（万世帯） 

／観光客数（人） 

4,637.6 95,436

(最少推定値)

調査票回収率（％） 26.9 71.2

WTP 有効サンプル率(％) 18.9  52.9

Mean TWTP (1) 479,757,047,815  1,903,084,057

Mean TWTP (2) 129,054,645,862  1,354,995,848

Mean TWTP (3) 90,674,082,037  1,007,673,578

Median TWTP (1) 87,430,840,948  297,436,966

Median TWTP (2) 23,518,896,215  211,775,120

Median TWTP (3) 16,524,428,939  157,491,400

(1) は回収率で割り引く前の推定値（従来方式），(2)は回収率で

割り引いた後の推定値，(3)は WTP 推計に使用したサンプル

の比率で割り引いた後の推定値。 

 

（２）CVM 調査の結果が示唆するもの 

全国及び観光客の TWTP はできる限り控えめな推計

を行っているが，全国レベルでの便益は，一般的な推定

（回収率での割引前の平均値）で 4,797 億 5,705 万円

に上り，自然環境財に比べても遜色のない景観価値の存

在を推定させるものとなっている(26)。一方，国全体で

の施策を考える場合には，むしろ過半数の同意が得られ

る政策合意点を示していると考えられる中央値（Median 

TWTP）を考慮することも重要であろう。この中央値は，

従来方式では 870 億円，回収率で割り引いた後でも 200

億円を超えており，また，サンプル利用率で割り引いた

としても 165 億円となっている。公的な施策はこれだけ

の便益を与える資本に対する投資として考えられる必要

がある。そしてこれらの支払い意志は，集落が現状のま

ま存在し，将来世代に残されていくことによって引き起

こされる点に留意すべきである。また，支援主体に関し

ては国のみならず自治体への期待も大きい。 

一方，観光客の TWTP もきわめて控えめな推計によ

っており，実際の観光客数ははるかに多く，したがって

総額も大きくなるものと推測できる。しかしながら，回 

収率で割り引き最も控えめな推計を行っても毎年総額 10

億円を超える便益を五箇山合掌造り集落を訪れる観光客

に与えていると結論付けられる。 

 以上を総合すると，①集落維持が住民の自助努力だけ

では成り立ち得ない点には国民（非利用者を含む），観光

客（利用者）において強いコンセンサスがある，②合掌

造り集落の文化的風景にはきわめて大きな社会的便益が

ある，③支援者として国，自治体からの現行規模を超え

る助成は妥当性がある(27)，④全国的な便益は存在価値

と遺贈価値といった非利用価値に大きく依拠する，⑤合

掌造り集落の景観の根源的価値は遺贈価値にある，⑥文

化財は混合財（私的な財と公共財の混合した財）である

が，全国的に見れば公共財性が高い，⑦WTP とボラン

ティア活動経験とが正の相関関係を持つ観光客集団は，

審美的価値，文化的価値，遺贈価値に対する自らの判断

に基づき，金銭的負担のみならずボランティアとして参

加する可能性が十分考えられる，⑧⑦のイニシアティブ

に対する国の支援を求めている，⑨⑦のイニシアティブ

に対しては，支援だけでなく情報発信が重要である，と

いった点を結論付けることができる。 

このことは，合掌造り集落の文化的景観の維持が，公

的支援に加えて，関心が高く文化的価値に敏感な観光客

によって支えられる可能性を示すものと考えられる。そ

して，そのためには，合掌造り集落に関する情報提供や

（社）日本都市計画学会　都市計画論文集　No. 39―2　2004年10月

- 20 -

Journal of the City Planning Institute of Japan, No. 39-2, October, 2004



                           

学習機会の提供などのアウトリーチ活動によって不特定

多数の観光客集団の中から潜在的資源を掘り起こす努力

を関係者に求めるものといえよう。 

 

６．政策的インプリケーション 

（１）文化遺産の特性 

市場が成立せず，したがって外部性が存在し，かつ非

排他性，非排除性がある合掌造りの文化的景観であるが，

維持保存に関する制度設計を考える上では，より詳細に

その財としての性格を分析する必要がある。ここで，

OECD(28)による公共財の分類を参照して文化的景観の性

格を考えてみる（表－10）。 

 

表－10. 公共財の分類 

 非競合 混雑 競合 

非排除 純粋公共財 タイプ II 

オープンアク

セス資源 

タイプ II 

オープンアク

セス資源 

地域限定の便益 タイプ I 

地域純粋公

共財 

  

地域以外のみ排

除可能 

 タイプ III 

コミュニティ

資源 

タイプ III 

コミュニティ

資源 

排除可能 タイプ IV タイプ V 

クラブ財 

私的財 

 

合掌造り集落の文化的景観は，一般国民（非利用者）

の便益評価から，全国的には純粋公共財に近いものとし

て捉えられる。一方，観光客（訪問者＝利用者）との関

係を考えると，ほとんどの観光客が車で訪問する中で協

力金を徴収している相倉集落の場合，財の利用が排除可

能な私的財あるいはクラブ財的な存在とも考えられる。

また，菅沼集落の場合は，協力金集金システムをとって

いないため，オープン・アクセス資源に近い存在と考え

られる。 

オープン・アクセス財は，「混雑と競合性」に特徴付

けられ，資源の過剰消費が引き起こされやすく，また，

クラブ財は排除可能で混雑するため，利用者の数と資源

の規模をうまく組み合わせることにより，社会的な最適

を達成することが可能であるとされる。このため，クラ

ブを創設して経済効率性を達成する可能性があり，その

際，取引費用に関しても考慮が必要である。 

以上の点を踏まえて考察すると，合掌造り集落はその

まま保存し社会的な活用を図るために，一定水準までは

純粋公共財として国や都道府県を通じた公的支援になじ

む財と考えられる。 

一方，観光客集団は，支払い意志に相関する変数と自

由記述とを読み合わせると，若干矛盾する期待を抱いて

おり，現在と同様歴史的建造物の前にある手入れされた

農地や周辺の雪持林までも含め農村での実生活の営為，

住民が本当にそこで生活し，「生きている集落」，維持さ

れた景観を見たいと望み，将来世代にそのままの形で渡

して行きたい一方で，過度の観光地化を懸念する意見が

多い。不便であっても民宿や食堂や土産物屋を望む声は

少数であり，単に観光の促進による雇用の創出のみでは

双方にとって十分な満足を与えることはできなくなる恐

れがある。また，「テーマパーク」のような作為性のあ

るものに対しては，本物（authenticity）を求める観光

客には必ずしも好意的に受け入れられるものとは考えに

くい。したがって，集落をそのまま維持するためには，

従来から集落維持のために要求されてきた諸活動を主と

して職業とすることができるようなシステムが必要であ

る。  

この意味で，現在相倉集落で考えられている保存財

団のコンセプトはきわめて妥当なものであり，定住のた

めの雇用を創出するとともに，排除性を持たせることで

資源の過剰消費を回避するための一つの方途ともいえる。

しかしながら，実態的には，駐車場への誘導や民俗館の

運営などが主たる内容となっており，質の高い観光客を

呼び込み，参加型，教育普及型観光としていくためには，

情報の随時提供や会員制度などの運営といったマネジメ

ントが必要である。そのためには，専門性を有する人材

の育成や必要なシステムの構築などの初期投資が必要で

ある。さらに，環境負荷の考え方（eco-carrying 

capacity）を応用すれば，持続可能でありながら制限的

な観光の在り方，観光客数を制限することも視野に入れ

る時期に来ていると考えるべきであろう。 

（２）可能な制度設計 

ここで観光との共存の在り方として考えられるいくつ

かの方法について考察する。 

①「税」：選択肢としての環境税あるいは文化財保護税も

考えられるが，特定の税収を特定の支出に限定すること

は一般に最適配分とはいえないため，予算編成の自由度

に制約を加えるだけの明確な理由が必要であるとともに，

対象や方法の中立性や公平性といった観点から慎重な対

応が必要である。 

②「入場料」：観光客は集落の現状をこのまま動態保存す

ることに大きな支払い意志を抱いており，一般的な観光

地化に対してはネガティブな反応を示していることから，

新たに入場料あるいは別の形態での費用負担を受け入れ

る素地は大きいと考えられる。 

①及び②は一律課金システムであり，TWTP を最大化

するという観点からは問題が生じる。税金であれば，そ

の設計の仕方にもよるが，一般に外部からの負担者のう

ち当該金額に満たない WTP を有する人々が訪問しなく
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なり，結果として TWTP が予想されたよりも低くなる

可能性がある。また，入場料収入についても同様の議論

ができ，WTP が入場料を下回る場合それらの人々は入

場することがなく，結果として TWTP は少なくなる。

一方，混雑を排除するための手段として考えるならば，

必要最小限の賦課金システムが必要である。この両者の

調和点を考える際に，半数の人々が支払いに合意する金

額である中央値が参考になろう。五箇山最終モデルにお

ける観光客の中央値は 3,117 円であり，支払い意志に影

響する変数はいくつもあるが，特に価値に着目した感度

分析によれば，非市場価値である遺贈価値（1,577 円），

文化的価値（1,010 円）に対し，間接的利用価値である

審美的価値は 841 円であることがわかっている。非利用

価値に比べ（間接的）利用価値はおよそ 3：1 の比率で

あることから，中央値の約 4 分の１である約 800 円程度

が一つの目安になりうる。また，全国調査での中央値は

1,885 円でそのほとんどが非市場価値（非利用価値）に

依拠していることから，観光客の中央値との差額である

約 1,200 円が利用価値と考えることもできる。したがっ

て，この両者の間での水準設定が一つの基準となろう。 

③「基金」：任意の寄付形態については，十分な情報提供

とマネジメント・システムにより，趣旨に賛同する人々

の協力が得られると考えられる。関心を有する一部観光

客との連携を重視したマーケティングでは情報提供が重

要なインセンティブになりうることは調査結果からも明

確である。その立ち上げには初期投資が，システム維持

のためには運営経費がかかるが，観光客と情報を共有し，

より積極的な関与を求める参加型寄付は十分可能である。 

④「会員制度」：③と関連して，より踏み込んだ情報提供，

学習機会の提供や施設利用，あるいは集落の産物提供な

どと会費を組み合わせた会員制度も考えられる。この場

合，集落景観維持はクラブ財として捉えられるが，参加

者は観光客に限られることなく，クラブ参加のコストと

自らが受ける便益を比較して会員になる。③の場合と同

様に，そのための取引費用がかかる。 

⑤「ボランティア」：今回の調査ではボランティア経験と

支払い意志との正の相関があり，単なる資金的負担にと

どまらない労働力提供も十分可能と考えられる。 

TWTP の最大化を目指すという観点からは一律負担で

はなく任意の寄付形態である③の基金・寄付方式が最も

望ましい。 

以上いくつかの制度設計が考えられるが，いずれの場

合にも個人的負担の強制は，文化財を享受する権利を阻

害しない範囲にとどめられる必要がある。さらに，集落

の景観維持保存は地域共同体の参加が中心であり，その

際マネジメントが重要な役割を担うと考えられ，初期投

資に際しての公的な支援や，外部からのサポーター（会

員，市民グループ，学術機関，専門的コンサルタントな

ど）の参加も必要となろう。 

 

７．総括－今後の研究に向けて－ 

文化財保護法はその目的として「･･･文化財を保存し，

且つ，その活用を図り，もって国民の文化的向上に資す

るとともに，世界文化の進歩に貢献すること」（第 1 条）

を掲げ，さまざまな支援方策を定めている。今回の調査

結果は，五箇山合掌造り集落の現状の維持・保存及び観

光資源としての文化的景観の活用に対し，非利用者を含

む国民及び利用者である観光客集団から顕示選好によっ

て確固たる支持が得られたこと，文化的価値の便益がき

わめて大きく，社会全体に広がりをもち，史跡保護のみ

ならずバッファーゾーンの整備も含めて現行の公的助成

の規模をはるかに上回るものであること，文化遺産への

支払い意志は遺贈価値を中心としつつ，存在価値あるい

は遺産の美しさ及び歴史的・文化的価値の重要性の認識

に基づくものであることを示したものと考えられる。 

今後，効果的で効率的な行政の推進に資するため政策

効果を客観的に評価することが一層求められてくると考

えられ，従前の行政改革の結論を受けて 2001 年４月から

施行された「行政機関が行う政策の評価に関する法律」

においても，合理的な手法を用い，できるだけ定量的に

政策効果を把握すること（第 3 条），政策評価の結果を適

切に予算の作成や総合的政策の企画立案に当たって活用

していくこと（第 4 条）などを定めている。また，2001

年 12 月に施行された文化芸術振興基本法では，社会にお

ける文化芸術の重要性を指摘しつつも，現状では文化芸

術の基盤整備，環境形成が十分な状況とはいえないとし

（前文），政策形成に当たって国民各層の意見の反映（第

3 条第 8 項，第 34 条）を規定している。文化政策も公共

政策の一分野として，必要性，効率性，有効性の観点か

ら，より客観的，定量的に，受益者や便益を明らかにし，

政策の企画立案に結びつけていく作業が必要になると考

えられる。 

実際の政策決定過程にあっては，さまざまな要因が複

雑に絡み合うため，CVM は社会的便益の大きさを示唆す

るにとどまるものではあるが，住民投票の側面を有する

ことから，民意を確認する方法としても機能しうる。政

策上の意思決定を行う上で妥当性のある政策合意点を示

すための一つの方法であるといえよう。今後，一般理論

の構築に向けて，様々な事例に関する実証研究を重ねて

いきたい。 
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（15） Throsby,D.,and Withers,G.A., (1983),“Measuring the Demand for 
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（16） 設問において与える情報によって結果が変わる情報バイアス，

シナリオの支払手段（税金，基金や料金など）によって生じるバ

イアス，自分の回答の影響を考えて本来の支払意志額ではない回

答をする戦略バイアスなど。  

（17） 1 番目の提示額を T とし，これに対して「はい」と回答した

場合に回答者に与えられる 2 番目の提示額を Tu，「いいえ」と回

答した場合に与えられる 2 番目の提示額を Td とする。ただし Td

＜T＜Tu である。2 段階 2 項選択法により得られる回答は，「はい/

はい：yy」「はい/いいえ：yn」「いいえ/はい：ny」「いいえ/いい

え：nn」となるが，yy，yn，ny，nn がそれぞれ得られる確率 P は，

(1)か 

ら(4)の関係式で表される。なお，G(・）は任意の累積分布関数，

X は個人の属性，βはパラメータである。 

Pyy (Ti,Tui)=Pr{Ti＜Tui ≦maxWTPi}=1－G(Tui；βXi)   ･･･(1) 

Pyn (Ti,Tui)=Pr{Ti ≦ maxWTPi ＜ Tui}=G(Tui ； β Xi) － G(Ti ； β

Xi)                                  ･･･(2) 

Pny (Ti,Tdi)=Pr{Tdi≦max WTPi＜Ti}=G(Ti；βXi)－G(Tdi；βXi)  

･･･(3)                    

Pnn (Ti,Tdi)=Pr{maxWTPi＜Tdi＜Ti}=G(Tdi；βXi)        ･･･(4) 

ここで i 番目の個人が，1 番目の提示額（T）に対して「はい」と

回答した場合 Ifi=1，「いいえ」と回答した場合 Ifi=0 となる変数と，

2 番目の提示額(Tu,Td)に対して「はい」と回答した場合 Isi=1，

「いいえ」の場合 Isi=0 となる変数を定義すると対数尤度関数は

(5)式のようにあらわされる。 

ln L=∑ {IfiIsilnPyy (Ti,Tui)+Ifi(1－ Isi)lnPyn (Ti,Tui)+(1－ Ifi) Isiln Pny 

(Ti,Tdi)+ (1－ Ifi)(1－ Isi )ln Pnn (Ti,Tdi)}=∑ [IfiIsiln {1－G(Tui；β

Xi)}+Ifi(1－Isi)ln{G(Tui；βXi)－G(Ti；βXi)}+(1－Ifi)Isiln{G(Ti；β

Xi) － G(Tdi ； β Xi)}+(1 － Ifi)(1 － Isi)ln{G(Tdi ； β

Xi)}]                                 ･･･(5) 
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ここで，G（・）に対数ロジスティック分布を仮定し，最尤推定

法によりパラメータの推定を行う。Pr{“yes”}を回答者が YES と

いう確率（受諾率），α０，α１，βをパラメータとすると，対数

ロジットモデルは(5)の関係式からもとめられ，これを T について

無限大まで積分することにより， mean WTP が導かれる。

Pr{“yes”}＝0．5 とした場合の T が median WTP である。 

Pr{“yes”}＝{1－exp(－α０－α１・lnTi－βXi )}－1        ･･･(6) 

Hanemann, M., Loomis, J., and Kanninen, B., (1991), Statistical Efficiency 

of Double-Bounded Dichotomous Choice Contingent Valuation, American 

Journal of Agricultural Economics, 73, pp.1255-1263  

（18） 1993 年に提示された米国商務省国家海洋大気管理局(NOAA)

のガイドライン。自然資源破壊の損害賠償に関する訴訟に耐えう

るだけの信頼性を確保するために必要な条件を示したとされる。  

（19） サーベイ・デザインは次のとおり。2000/12 調査対象につい

ての情報収集・関係者インタビュー → 2000/1-5 アンケート設

計 → 2001/6 プリテスト及びパイロット・サーベイ（相倉集落

観光客）→ 2001/8 フォーカス・グループ・インタビュー → 

2001/9/22， 23，24 観光客調査（相倉集落，菅沼集落） → 

2002/11 全国調査（郵送・回収） → 2002/1～ 分析・価値の推

定 

（20） 全国の市区町村を都道府県単位に 11 地区に分類し，各地区

においてさらに都市規模別に 17 分類（13 都市圏及び各都市区

分）し，それぞれを第 1 次層（合計 56 層）とし，調査地点におけ

る対象者の抽出は，電話帳と乱数表を併用した。  

（21） 調査票では，合掌造り集落が国の史跡や重要伝統的建造物群

に指定されていること，1995 年にユネスコ世界遺産登録されたこ

とを示した上で，建物の多くが 200～400 年前に建築され，10～15

年毎の茅屋根の葺き替えや周辺の保存が不可欠であり，国や自治

体から支援があることを説明した。その上で，家屋保存のみなら

ず原料を採るための茅場の造成，屋根葺き技術の継承，防災用の

貯水槽を増設などさまざまな事業が必要であり，合掌造り集落の

現状をこのまま維持・保存していくために，仮に保存基金を作る

とした場合の支払い意志額を尋ねた。なお，基金は使途が集落保

存目的に限定され，情報も開示される旨を説明，寄附をすること

により可処分所得が減少することについても言及した。さらに，

相倉集落においては，車で来る訪問者に協力金を集金しているた

め，その旨別途説明した（大型バス 1 台につき 2,000 円，自家用

車 1 台につき 300 円，自転車 1 台につき 100 円）。  

（22） 回答者には本来費用負担が高いという理由からであっても，

他の方法で維持すべきと回答するインセンティブが働く可能性が

あるため，本調査では費用負担の反対理由について複数回答（2

つ）とし，他の方法のみ，あるいはその他で同様の理由を記入し

ている回答のみを抵抗回答とした。従来方式よりも WTP が低く

算定されることとなるが，より回答者の心理に近い結果を得られ

るのではないかと考える。  

（23） 全国平均は，文化庁「国民の文化に関する意識調査」2000

年度，レジャー白書 2001，社会生活基本調査報告書(1996)，国民

生活選好度調査（2000 年度）による。 

（24） 訪問経験を有しない回答者は 59.8％，訪問経験を有する回答

者は 39.1％であるが，1968 年以降 2001 年までの五箇山地方への

観光客入り込み数は村提供のオフィシャルデータによれば，のべ

1,755 万人である。そのほとんどが合掌造り集落を訪れたものと考

えられ，詳細が不明であるため TWTP の推計には使用しなかった

が，この数字と現時点での国勢調査速報による 15 歳以上人口（約

1 億 800 万人）を基に単純な概算を行っても，訪問経験者が母集

団の 16％を超えることは考えにくい。  

（25） 相倉集落は 1999 年度で民俗館入館者数 58,737 人，車両

56,742 台，菅沼集落は 2001 年で民俗館 38,694 人，煙硝の館

31,024 人となっている。ちなみに，五箇山地方全体の年間観光客

入り込み数は 2001 年度で 80 万 3,000 人となっており，このほと

んどがいずれかの集落を訪問したものと考えられるが，最も控え

めな数字によった。  

（26） 栗山浩一・北畠能房・大島康行編著(2001),「世界遺産の経済

学」,頚草書房 

（27） 合掌造り集落の維持，保存に関して支出される費用は，当然

のことながら時期によって変動し一義的に決定することはできな

いが，ここ数年の事業規模はおよそ 4,000 万円～9,000 万円程度で

あり，そのうち国費は 1,800 万円～4,100 万円，県費は 1,000 万円

～2,200 万円，村費は 1,100 万円～2,200 万円となっている。この

ほか，農村環境保全整備関係の経費は，国費で年間約 1 億円前後

支出されている。  

（28） OECD(2001),「農業の多面的機能」,（財）農政研究センター  
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