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な環境評価が注目されている。環境評価の手法には主
として市場価格を用いるものと，支払意思額を用いる
ものとがある。このうち市場価格の存在しない環境価
値を貨幣価値によって表すことのできる支払意思額を
用いる手法は評価対象の範囲が広く，生態系や野生動
物，熱帯林の価値も評価可能とされ，近年多く用いら
れるようになっている。その代表的なものに仮想評価
法（以下，CVM：Contingent Valuation Method）1）2）3）

がある。CVMは，環境を守るために支払ってもかま
わない金額を人々に直接尋ねることにより，環境価値
を評価するものである。CVMの評価では環境全体の
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1 ．はじめに

地球環境問題が叫ばれて久しいが，現在様々な環境
影響分野での環境悪化は深刻であり，建築分野におい
ても環境負荷排出への関心が高まってきている。中で
も環境の持っている価値を貨幣単位で評価する経済的
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価値が示されるが，建築物が与える影響を考える場合，
ライフサイクルアセスメント（LCA）の観点から考え
て，多岐にわたる影響分野ごとの評価値を示すことも
重要であると考えられる。
本研究では建築分野における地球環境の社会的な価

値観を明らかにし，CVMの手法検討およびCVMと重
み付け係数4）を併用する手法の開発に資するため，環
境価値としてのカテゴリー毎の支払意思額を試算し
た。また，試算した支払意志額と建築物のライフサイ
クルにおける環境負荷を関連付けることにより，建築
物のライフサイクルにおける環境の外部コスト（直接
支払が生じるコストではなく，間接的に社会に与えて
いる影響を貨幣価値に置換したもの）の参考値を算出
することを目的とし，具体的な建物を取り上げ検討を
行なった。

2 ．環境評価手法とCVM1）2）3）

価格が存在しない環境の価値を評価する手法には，
顕示選好法（revealed preferences）と表明選好法
（stated preferences）があり，前者は人々の経済行動
から間接的に環境価値を評価する手法，後者は人々に
環境価値を尋ねることで直接評価する手法である。顕
示選好法には，旅行費用をもとにレクリエーション価
値を評価する「トラベルコスト法」，賃金や地代をも
とに地域アメニティ等の価値を評価する「ヘドニック
法」がある。また，表明選好法には，回答者に支払い
意志額（WTP：Willingness To Pay）や補償受容額
（WTA：Willingness To Accept compensation）を尋ね
て評価する「CVM」，多属性の評価手法である「コン
ジョイント分析」が含まれる。これらのうちCVMは
アンケートなどで仮想的な環境改善や環境破壊などの
環境変化を回答者に示し，それに対する支払意志額や
補償受容額を尋ねることで環境価値を評価する手法で
ある。海外では1980年代からCVMに関する研究がす
すみ，1990年前後には，米国アラスカ沖で発生したタ
ンカーの原油流出事故の損害評価や，森林伐採制限に
よる生態系保護と林業従事者の失業対策費用評価が実
施された。政策への適用の実施例がある等，近年この
手法が全世界で注目を集めている。わが国では1990年
代に入ってから研究が始まり，釧路湿原や尾久島の生
態系評価，ダム開発による生態系破壊評価が実施され
ている。
CVMの問題点として，質問方法やサンプルに問題

があるとアンケートの回答結果にバイアスが生じ，結

果の信頼性が低下するということがあげられる。これ
を解決するために様々な質問形式が考案されていて
其々に特徴がある。自由回答方式（open-ended）で
は，価格の存在しない環境財に支払意思額を決定する
という回答方式に回答者が慣れていないために，無回
答や非常に高い金額，低い金額が多く現われる。付値
ゲーム方式（bidding game）では，最初に提示した金
額によって回答者の支払意思額が影響を受ける可能性
があり，支払カード方式（payment card）では，提示
した金額の範囲が回答に影響を及ぼす可能性がある
（範囲バイアス）。二項選択方式（dichotomous choice）
は，開始点バイアスや範囲バイアス，戦略バイアスも
存在しないとされるが，しばしばyesの回答が多くな
る傾向（受容バイパス）が指摘されている。

3 ．調査概要

既往のCVM評価事例では，建築物の建設行為に関
するものがほとんどなく，これを建築物に適用する場
合には，ライフサイクルアセスメント（LCA）の観点
から考えて多岐にわたる影響分野ごとの評価値を示す
ことも重要であると考えられる。そこで本研究では，
環境価値としてのカテゴリー毎の支払意思額を試算
し，試算した支払意志額と建築物のライフサイクルに
おける環境負荷を関連付けることにより，建築物のラ
イフサイクルにおける環境の外部コストの参考値を算
出することとした。建築物の環境評価のために，地球
環境負荷がないものから負荷が発生するという想定の
もと，ビル群が建設される空間として公園に注目した。
今回の調査では，東京都23区在住で18歳以上の者を対
象に電話帳から無作為に抽出し，郵送調査 5）による
方法を採用した。調査においては，出身地，居住年数，
性別，年齢，職業，自宅から最寄り駅までの交通手段
と時間，世帯収入等を回答してもらった。また，回答
者が想定し得る条件を考慮し，今現在住んでいる環境
を前提に，既存の大きい規模の公園（92,000�，東京
ドーム約 2個分）の場所に都市開発に伴って，代替と
してビル群（延床面積1,200,000�規模，横浜ランドマ
ークタワー約 3棟分）が建設されると仮定し，その計
画を中止して環境を保存するために各世帯から毎月い
くらまで支払うことができるか（支払意思額，WTP）
を質問した。公園とビル群についてはイメージ図を示
した。質問は，ビルが建設されることによるエネルギ
ー消費や資材の消費，またこれにより副次的に生じる
地球環境に対する悪化要因である環境負荷について問
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う方式とすることにより，公園の持つ環境保全効果の
減少や公園の利用価値の減少については支払い意思額
の根拠に含まれないように工夫した。工期および支払
期間は 3年間とし，都市開発される場所の想定を自宅
から徒歩10分と徒歩30分とする二条件についての回答
をしてもらった。本研究では，郵送調査に適すると考
え，自由回答方式を採用した。ただし無回答が多くな
るのを防ぎ，また，必要以上の回答のばらつきを回避
するため，既往のCVM調査結果1）2）3）から一般には支
払い意思額が数千円～ 1 万数千円である事を考慮し

て，これらの値より若干大きい20,000円を上限とした
方式とした。
さらにSETAC-Europe.1996 6）のインパクトカテゴリ

ーのガイドラインを参考にした10項目の環境影響分野
について，項目間の相互差（重み付け係数）を導くた
めに順位法と配分法による回答をしてもらった。この
項目はLCAを考えた場合のカテゴリーであって，一般
には製品・サービスを対象としたものである。しかし
ながら産業環境管理協会のLCA国家プロジェクトでも
建築物がインベントリーデータの 1つとして扱われて

図1 調査用紙内容
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おり，他の製品と同じような扱いとされている。従っ
て建築物にのみ特別な考慮をする場合には他の製品･
サービスとの比較ができなくなることも踏まえ，同様
の項目を採用することとした。項目は其々「エネルギ
ー資源消費」，「鉱物資源消費」，「土地利用」，「地球温
暖化」，「オゾン層破壊」，「人間への毒性」，「生態系へ
の影響」，「大気汚染」，「酸性化（土地，水）」，「富栄
養化（水質劣化）」である。これらの項目については，
ビル建設の中止による環境負荷減少に限らず，地球環
境を考える上で重要と思われる順に示してもらった。
順位法では各項目を重要順に順位を付けてもらい，1
位には10点，2 位には 9 点として以下 1 点ずつ下げ，
10位には 1点と換算し割合を算出した。配分法では合
計100点になるように各項目に振り分けて割合を算出
した。調査用紙内容を図1に示す。
本研究ではCVMの回答で提示された平均支払意思

額を，順位法と配分法で示された割合に振り分けた。

4 ．アンケート回答者の属性

アンケート配布部数500通に対し，有効回答157通を
得た。東京都23区別の回答者は，ほぼその人口に比例
した割合となった。そのうち男性138通，女性18通，
無記名 1通であった。年齢別の回答者数は，30歳以下
4通，31歳から40歳17通，41歳から50歳41通，51歳か
ら60歳95通であった。職業は，事務系会社員26通，技
術系会社員32通，公務員 8 通，自営業30通，教員 1
通，学生 2通，主婦13通，無職25通，その他20通であ
った。また，出身地は，都内82通，東京圏内12通，そ
の他62通，無記名 1通であった。

5 ．支払意思額調査結果

アンケート配布部数500通のうちの有効回答157通に
よる平均支払意思額の調査結果を表1に示す。ビル群
建設計画地が自宅から徒歩10分の場合は徒歩30分の場
合に対して倍の金額が示されており，支払意思額は距
離によって変移することが考えられる。また，それと
同時にアクセス時間の条件に差をつけたことが回答者
に影響を及ぼしたことが考えられる。平均支払意思額
は年収の0.17～0.53％程度であることが確認でき，今
回の調査では過大評価の可能性は低い。表中には参考
値として上位 5％，あるいは10％の結果を除外した数
値も示した。CVMでは一部の回答から平均結果が揺
らぐ恐れがある場合には，これらを除外することが効
果的であると考えられる。回答者の属性による平均支

払意思額は，統計的には差がみられなかったが，出身
地が都内である回答に比べてそれ以外の地域である回
答の方がやや高くなる傾向がみられた。
条件ごとの範囲面積と，東京23区の平均世帯密度よ
り算出した範囲内世帯数を表2に示す。ただし徒歩30
分の範囲は徒歩30分半径の面積から徒歩10分の面積を
省いたものとした。ここでは徒歩 1 分を78.2mとした
面積の人口密度を一定と仮定し，東京23区の面積
616.62�，世帯数378万世帯から条件別の面積あたり
の世帯数を求めた。表 3 に条件別の調査範囲面積と
世帯数をもとに算出した 3年間の全世帯合計金額を示
す。この結果より，徒歩10分よりも徒歩30分の合計金
額の方が高いことがわかる。これは範囲の面積が徒歩
10分より徒歩30分の方が広いため世帯数も多くなった
ためである。

6 ．環境影響分野の重要度の推測

表4，表5に環境影響分野項目ごとの相互差の割合
（重み付け係数）により 1 世帯 1 ヶ月あたりの平均支
払意思金額を割り付けた金額を示す。表4は順位法の
回答結果により表したもの，表 5は配分法の回答結果
により表したものである。また，順位法と配分法の割
合を比較したものを図2に示す。順位法と配分法とで
は環境影響分野項目の割合数値の大小順序はほぼ同じ
であるが，「エネルギー資源消費」，「酸性化（土地，

表1 1 世帯・1ヶ月あたりの平均支払意思額

表2 条件別調査範囲面積および世帯数

表3 3 年間の全世帯合計支払意思額
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水）」，「土地利用」，「富栄養化（水質劣化）」で若干の
差が見られた。「土地利用」，「富栄養化（水質劣化）」
の 2 項目間の割合の差は小さい。しかし「エネルギ
ー資源消費」，「酸性化（土地，水）」の配分法の割合
は0.013もの差が生じているにも関わらず順位法と順
序が入れ替わっている。これは順位法が項目ごとに順
位差がつくのに対し，配分法は項目間に同点を付ける
ケースも多かったためと考えられる。
図3に表 3 で示した 3 年間全世帯金額を表 4 , 5 で

示した割合（重み付け係数）で割り付けたものを示す。
「地球温暖化」，「オゾン層破壊」，「大気汚染」の順に
社会的な関心度の高さが推測できる。また，調査対象

範囲をさほど大きくは設定していないにも関わらず，
一番関心度の低い鉱物資源においても約 3 億円もの
価値が示されている。

7 ．公園の環境保全効果・利用価値に関する考察

本調査で得られた支払意思額は，その根拠として公
園の持つ環境保全効果の減少や公園の利用価値の減少
についての影響が包含されている可能性が皆無とは言
えない。これらを明確に排除することは重要な課題で
ある。自宅からの距離と支払意思額との関係を図式化
すると図4のようになると想定される。公園のある場
所即ち都市開発される場所と自宅との距離が延長する
につれて，支払意思額に包含される公園の環境保全効
果や利用価値に関する影響が減少する。ビル群建設計
画地が自宅から徒歩10分の距離という想定条件では公
園の環境保全効果や利用価値に関する影響が支払意思
額の内に占める割合が多く，徒歩30分の距離という想
定条件ではその割合が極端に減少し無視できるという
仮説が成立する可能性がある。この場合，図5に示す
ように徒歩30分の範囲内世帯のすべてが，徒歩30分の

表4 1 世帯・1ヶ月あたりの項目別金額（順位法）

表 5 1 世帯・1ヶ月あたりの項目別金額（配分法）

図2 順位法と配分法による割合比較

図3 全世帯・3年間の項目別合計金額

図4 自宅からの距離と支払意思額
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8 ．インベントリ分析対象建物と計算結果

建物のインベントリ分析結果と支払意思額を関連付
けて検討を進めるため，既に分析が行われて環境負荷
物質が算出されている計算例7）を取り上げた。建物概
要を表6に，ライフサイクルインベントリ計算結果を
表7に再掲する。

9 ．環境負荷の仮想的な外部コスト試算

本研究のアンケート調査では，ビル群の総延床面積
合計1,200,000�の再開発が想定されていた。この結果
として支払期間としての 3年間の対象エリア（半径徒
歩30分）での再開発の回避のための支払意思額総計は
¥6,385×106，公園の環境保全効果・利用価値の影響
を排除した修正支払意志額総計は￥5,760×106であっ
た。支払意思額はすべて，再開発により建てられるビ
ル群により生じるであろう環境負荷の発生を回避する
ためとの仮定にたって，さらにこの再開発されるビル
群の耐用年数を60年と仮定して，総支払意思額を60年
間に均等に割り付ける計算を行った。
これより仮想的に延床面積当りの年当りに直した支
払意思額，修正支払意志額を計算すると其々￥88.7/

距離を想定した平均支払意志額を供出する計算によ
り，純粋に都市開発に伴うビル群建設に付随するエネ
ルギーや資材の消費，及び環境負荷を示すことができ
る。この考えに則った全世帯・3年間の項目別合計金
額（全世帯・3 年間の修正項目別合計金額）を図6に
示す。

図5 公園の環境保全効果・利用価値の影響排除

図6 全世帯・3年間の修正項目別合計金額

表6 対象の事務所建築概要

表7 事務所建築のライフサイクルインベントリ試算結果（60年計）
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�年，￥80.0/�年となる。この金額を，更に 6 .で求
められた順位法によるインパクトカテゴリー間の割合
（重み付け係数）で各カテゴリーに割り付けたものが
表8の分野別支払意思額，修正分野別支払意思額とな
る。ただし，ここではカテゴリーが全体で 7分野とし
て解析している。このため重み付け係数の合計は
0.640であり「生態への影響」，「人間への毒性」，「オ
ゾン層破壊」のカテゴリーを除外している。
ここで更なる仮定を行った。すなわち建物の環境負
荷排出量で分野別の支払意思額を除すことにより単位
負荷当りの支払意思額を算出し，これを支払意思額か
ら導き出される仮想的な外部コストの環境負荷排出量
当りの参考値と筆者らは考えた（この値を表 8の負荷
の仮想的外部コストの欄に記載した）。そしてこの数
値とインベントリ結果を関連付けることにより，都市
部に建つ建築物（本検討では事務所建築に限定してい
る）の外部コストの参考値として用いることが可能と
の仮説をたてた。しかしながら検証の手段が限られて
いることから現段階では，これらの数値の妥当性を十
分に確認できない。ここでは唯一，税金，排出権取引
などから排出に関して金額が示されている二酸化炭素
に関して比較するに留まった（表9参照）。この比較
では本研究での二酸化炭素の排出外部コスト試算値は
オランダ，フィンランドの炭素税と比較して一桁小さ

い値であり，国連気候変動枠組条約に基く共同実施作
業の平均値 と比較して約 1 /175と小さい値を示した。
各国の炭素税はその被害額に応じて算出されたもので
はなく，各々の国策，政策として定められた額であり，
また，国連気候変動枠組み条約に基づく共同実施作業
の平均値には，非効率なプロジェクトに関する情報も
混在している。今後，環境分野での様々なCVMでの
評価などとの比較を通じて金額の妥当性を検討してい
かなければならないと考えられる。

10．建物の仮想的な外部コスト試算

標準ビル（表 7のインベントリの対象建物）とこの
標準ビルの運用時のエネルギー消費量を50％削減でき
ると仮定し，これにより運用段階の各環境負荷排出量
が50％削減されると仮定した省エネビルを想定して，
ライフサイクルでのインベントリ分析結果（表 7）と
表 8 の最右欄の数値を用いて，建築物の環境負荷の
外部コスト（貨幣価値置換値）の参考値の試算を行っ

表8 環境負荷の仮想的な外部コスト試算結果

表9 二酸化炭素排出コスト参考値

図7 外部コスト参考値の試算結果
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た。図7に外部コスト参考値の試算結果を示す。内訳
としてはエネルギー，CO2，NOx，SOx，COD，希少
金属，廃棄物を挙げておりそれぞれ表 8の環境影響分
野（カテゴリー）に対応している。計算結果から，標
準ビルのライフサイクル（60年）での外部コスト参考
値と公園の環境保全効果・利用価値の影響を排除した
修正値は，其々約￥3,400/�，約￥3,100/�，省エネ
ビルでは約￥2,200/�，約￥2,000/�となり，省エネ
化による差は，単位面積当り約￥1,100～1,200/�で
あった。

11．おわりに

本報では，建築分野における地球環境の社会的な価
値観を明らかにするため，市場価格の存在しない環境
価値を貨幣価値によって表すことのできる支払意思額
を用いる手法であるCVMを取り上げ，CVMと重み付
け係数を併用したカテゴリー毎の支払意思額を試算し
た。さらに，試算した支払意思額と建築物のライフサ
イクルにおける環境負荷を関連付けることにより，建
築物のライフサイクルにおける環境の外部コストの参
考値を算出するために，具体的な建物を例として検討
を行なった。
今回の調査ではアンケート回収部数157部という少

ない回答ではあったが，CVMによって社会的価値観
を見出すことができた。また，今後，建築分野での導
入を睨んだ精度の向上が望まれる。以下に確認した事
項を示す。
・アンケート調査の結果は，対象母集団の設定やアン
ケート票など様々な要因によって異なる可能性があ
る。

・平均支払意思額は年収の0.17～0.53％程度であるこ
とが確認でき，今回の調査では過大評価の可能性は
低い。

・設問中での範囲が広くなるほど平均支払意思額は低
くなるが，合計金額が高くなることから，条件が変
移しても社会的価値観は反映する。
CVMと重み付け係数を併用した手法を検討した

結果，建築分野において環境影響を項目ごとに金額
で示すことができる評価手法としての確立には至ら
なかったが，今後の課題を残す形で以下のことを確
認した。

・一つのCVM調査の結果を各環境影響分野の項目に
割り付けて代用指標とし，負荷物質の排出によるコ
ストまでを導出する手法の完全な検証は未実施であ

る。
・設問の条件設定に対して環境影響分野の項目が適切
でない可能性があり，条件設定に即した環境影響分
野の項目を精査する必要がある。
・この手法が示す結果は金額表示であるため，一般的
にもわかりやすいという利点がある。
本研究で採用した手法は基本的に環境に関する価値
観をアンケート調査により明らかにしていくものであ
るため，あまり狭い地区・街区に限定していくことが
困難である。地区・街区レベルで影響を評価するので
あれば気流シミュレーションによる拡散解析などが有
力な手法のひとつと考えられるが，この場合，時系列
的な分析も求められる。本研究では東京23区内（アン
ケート対象域）という，いわば地域レベルでの検討を
行った。この地域の中で，居住者が感じている環境容
量，曝露されているであろう環境負荷などをベースと
した地域内でほぼ同様と思われる価値観を基にしたア
ンケート調査を行った。ただし，環境影響項目は地球
レベルから地域レベルまでを含んでいる。このような
前提のため，本アンケート結果は，他地域には直接適
用できないことが考えられる。また，公園の持つ環境
保全効果の減少や公園の利用価値の減少についての影
響を明確に排除するための仮説を提案したが，より精
度の高い調査方法の出現が待たれる。
環境の外部コスト（社会コスト）は，本来，実際に
は支払が生じていない（内部コストとなっていない）
が，環境影響を考えると，社会的にはどこかでコスト
負担が間接的になされることになるものであり，科学
的に原因から影響をすべて特定できれば合理的な算出
方法が確立されると言える。しかしこのような手法は
現在検討が進められているものの，完全な知見が得ら
れているとは言いがたい。このようなアプローチが考
えられる一方，地域社会の価値観を何らかの形で反映
させて直接，外部コストの参考となる値を求めるよう
な簡便な手法も必要と筆者らは考えた。本検討ではこ
の手法開発の可能性を示すことができたと考えられ
る。この手法は事業の方向性を決めるために利用する
ことが考えられる。環境を考慮した方向性を考えるな
ら，それは事業を行う環境によってそれぞれ異なるは
ずである。そこで，環境影響項目ごとに重み付けを行
えばその項目に重点を置くことができる。項目ごとの
合計金額が示されれば環境に対して配慮するために投
入する金額との比較検討をすることができ，また計画
に対しての裏付けにもなる。研究は緒についたばかり
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であり，今後の課題が山積している。本提案の手法を
実用化させるためには調査を積み重ね，高い信頼性を
確保する必要がある。そして，実際に地域に悪影響が
及んでいる分野と他の環境影響分野の関心をアンケー
トで比較して精度を確認することも重要である。
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