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は じめに

集権的 で硬直的な 日本 の財政制度 と政策決定 シス テ ムの弊害 については、安藤 [1996]を は じ
め多 くの論者が指摘 して きた ところで あるが、 この弊害 は、一般会計や特別会 計 の財政危機 を招
いて い るだ けで な く、地方 自治 の根幹である住民による政策決定 システム を財政面か ら制約 し、
地方分 権 、情報公開、住民参加 を阻んで い る大 きな要因に もなってい る。
日本 の こ うした政策決定シス テ ム に代 わるシステム を構想す るとき、例えば環境への負荷 といっ
た社会的費用 を考慮 した公共政策 の意志決定 理論 (社 会 的費用便益 分析 :Social Cost Benefit

Analysis:SCBA)な どが、政策評価手法としてその構成要素 とな りうるか どうか、十分検討 し
なければならないテーマであろう。 SCBAに もとづ く政策評価デー タは、のちに述べ るように
学際的で共同的な営みによって しか得 られない。単なる理論や分析手法 とい うだけでな く、政策
評価デー タを作成する体制、住民による政策決定 システムを援助するためのサブシステム として
の役割などの意味を込めて、 SCBAの ことを本稿では政策評価システム と呼ぶ。
日本の政策決定システム と統計利用の問題点を整理すること、住民による政策決定 システムが
統計情報に求める課題を石炭火力発電所誘致プロジェク ト (静 岡県清水市 )を 例 として考察する
ことが、本稿の 目的である。

1

日本の政策決定システム と統計情報

国民主権、住民自治の基本原理にたった国づ くり地域づ くりの政策形成の本来のあ り方を考え
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るとき、①ある政策 目的を実現するためのさまざまな複数の代替的な政策案 について、② それぞ
れの社会的費用便益デー タを含 む政策評価情報が、③事前 に国民 に提示 され、④国民あるいは住
民 自身が選択 し決定することが望ましい。
最後の④ については、国民あるいは住民自身が全ての政策を日常的に直接選択 し決定す ること
は不可能だから、政策の立案・執行業務 を行政に、立案・審議・決定を代議制 を通 じた議会に委
ねている。問題は、事業費の規模が大 きく、税負担 の面で も環境 の面でも住民 に与 える影響が大
きい と予想 される政策プロジェク トについても、行政 も議会 も住民の意志を慎重 に問い直す こと
をしないで決定をし、計画があ とに引けない段階になって住民 と大 きな対立 に見舞 われるケース
が後をたたないことである。
そ う した事態を引 き起 こす大 きな理由の一つが、例えば地方行政にとっては、財源、権限、政
策立案機能を中央省庁に集中させている日本の行財政 システムであることはい うまで もない。地
方自治体 は、限 られた財源を何倍 にも活かそ うと中央省庁の補助金が付 く政策にそった形で地域
政策を立案 しようとする。 ビッグプロジェク トであればあるほど住民の意志を問う余裕 はな くな
る。なぜならもた もたしていると早 々と挙手をしている他の 自治体 との誘致競争 に負けて しまう
からである。集権的なシステムはこうして、首長や議員を、財源 と権限をもつ中央省庁 に帰依 さ
せ 、地方議会 の代議制や地方自治を事実上破壊す る。住民 とのパ イプではなく中央 とのパ イプの
太さが地方議会の議員選挙 における立候補者の売 り物になっていることがその悲 しい象徴であろ
う。
集権的な行財政 システムが作 り上げたこの ような日本の風土の もとでは、地域 の政策決定 シス
テムは、立案段階から過度な「上意下達」型にならざるをえない。①ある政策 目的のためにただ
一つの政策案 しか作 られず 、②住民の合意 に不可欠な十分な政策評価情報なしで、③実質的には
事後的、すなわち変更や中止の検討が不可能な状況の もとで、④立案者 としての行政職員が ひた
す ら住民を説得する とい う過程をたどることとなる。
こう した地域 の政策決定 システムが支払 わなければならないコス トは時 として高いものにつ く。
プロジェク トが住民の利益 にかなっていないのではないか、 とい う強い意見が提出されたときに
は、走 りだ した計画 を抱 えてあ とに引けない立場の行政職員 と住民 との 間、または住民相互の間
に深刻 な亀裂 を広げ 、地域社会 が築 きあげて きた人間関係 を破壊す る。 プロジェク トの完成 とと
もに地域社会 自身が崩壊 してい くとい う逆説 は、めず らしい例 では ない。 プ ロジ ェ ク トに反対 の
意見 をもっていて も支払 う代償 の大 きさを考 えた と き、沈黙や同意 を最後 には選択 す る住民 も少
な くない。 プ ロジェク トを住民 自身が選択 し決定するとい う本来 の あ り方 を問 いかけた巻町 の原
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発 をめ ぐる住 民投 票 な どは 、 む しろ珍 しい 例 で あ ろ う。

この ような「上意下達」型の政策決定 システムの もとでは、政策評価情報 としての統計情報は、
①政策の推進 に都合のよい ものに偏 りがちとな り、② ケースによっては推進 に有利な情報が過大
評価 され、推進 に不利な情報 は過小評価 される傾向をもつ。 この傾向は、公共 プロジェク トに対
する住民の不安や不満を取 り除いて地元の合意形成を容易 にしたい、 とい う住民 に対す る思慮 に
由来するもの もあろ うが、むしろそれ以上に、プロジェク トの必要性を過度に強調 して補助金の
獲得を有利にしたい とい う、対中央省庁向けの思惑から出発 していることが多い。例えば、政策
ニーズ を示す需要量の将来予測値が小 さす ぎると、補助金獲得で競争 している他 の
都道府県ある
いは市町村 との競争に負けて しまう心配があるからである。そ して、こうして補助金獲得のため
に過大評価 された統計情報が、対住民向けの政策評価情報 として、プロセスからいえばあとに引
けない形で提示 される構図 となる。
一例 をあ げ てお こ う。表 1は 、長野県 の松本空港の建 設計画時点 に作成 された旅客需要量予 測
と、そ の後 の実際 の旅客需要量 とを比較 した もので ある。各路線 で何倍 もの見込み違 い とな って
い るが 、開港認可が降 りて空港予算が いったん付 いたならば、 こ うした見込み違 いはあ ま り問題
では な くなる。学者 の世界 で推計値 にこれほ どの誤差 をだす と一挙 に信用が失墜す るが 、予算 を
獲得す るためには、 こ うした見込み違 い を して くれるシ ンクタ ンク (関 係省庁 の OBが 天下 って
い る会社が少 な くない )は む しろ逆 に重宝が られてい るのが現実である。遠藤

[1993]は こ う し

た過大推 計 の傾向を、総務庁行政監 察局 の地方空港建設計画 にお ける需要予測の過大推計 の指摘
を引 きなが ら警告 して い る。
表

1

松本空港の航空需要予測 (1981年 )と 開港後の旅客数

建設計画時の将来予測

当初計画路線

現

:平 成 7年 )
日 数
１ 便

(昭 和70年

年間旅客数 1日
(万 人 )
便数

21.90

松本 一 福岡

10.23

7.45

0。

計

1.09

62.12

8年 7月 〜 9年 1月 5日
就航せず

2

7.48

4

2.69

0.6

2.58

6

2.65

0。

0。

合

4

22.54

当初計画便 の 変更及 びそ の 後
開設 された路線

16。

当初計画路線
本 本
松 松

松本 一 仙台
松本 一 東京
松本 一 大阪

年間旅客数
(万 人)

状 (平 成 6〜 8年 )

― 札幌 (週 4便 新設 )
ク )
一 広島 (

49

出所 :現 状値は『運輸省』数字でみる航空』、 JAS時 刻表による。広島線 は 7年 4月 〜 9
年 1月 5日 の乗客数を 1年 分に換算。
予測値 は 日本空港 コンサ ル タンッ『松本空港需要予測調査報告 書』 (昭 和 56年 )
GNP平 均成長率5。 3%で 推計されている。
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「予算獲得 のための統計情報」がそれだけでは役割 を終 えず 、
「住民説得 の ため
重 要 な こ とは、
の統計情報」 として も用 い られる ことで ある。真実を住民 に伝 えるべ き統計情報が歪み、歪 んだ
統計情報が住民 に真実 だ と繰 り返 される例 を見て い る と、戦前社会 の反省か ら作 られた「統 計 は
民 主社会 の基礎 」 とい う戦後直後 の統計標語が新鮮な響 きをもって くる。
こ うした現状 に対 して、統計情報 は どの よ うな意味 で民主社会 の基礎 としての役割 を復権で き
るのだろ うか。真実 に迫ろ う とい う意図で行 う統計批判や住 民 サイ ドか らの統計情報 の対置へ の
努力 も、現状 に対 す る警告 とい ささかの改善 に資す る ことはで きて も、 日本 の「上意下達」 型 の
政策決定 システムに切 り込 む根本的な改革 と連動 しなければ、賽 の河原 で石 を積 んで い るよ うに
むな しい徒労 に終 わ りかねない。
私 たちが対置 しなければならない政策決定 システムとは何 か、そ こでは どの よ うな統計情報が
どの よ うな役割 を担 うために作成 されなけれ ば ならないか 、次節 ではそれを検討 しよ う。

2

政策評価 システム と社会的費用便益情報

周知 の よ うに、費用便益分析 (Cost benefit Analysis:CBA)は 、公共政策 、特 に公 共 プ ロ
ジ ェ ク トの意志決定 にあたって 、直接 間接 の工事やプ ロジェク ト完成後 の設備維持 のために投入
す る税額 (資 源投入 の費用 )と 、そ のプ ロジェク トが もた らす社会的厚 生の増加 (便 益 )の 額 と
をあ らか じめ比較 して、財政支出の効率性や代替的な諸政策 の優劣 に関す る政策情報 を提供 しよ
う とす る。
統計情報 との 関係 を検討す る前提 として 、最初 に個別公共 プ ロジ ェ ク トの簡単 な例 で CBAの
考 え方 と、政策評価情報 としての内容 について整理 してお こ う。
ある町 の住民 か ら、遠方 に位 置す る橋 を渡 つて河川 を横切 る不便 を解消す るために、町 に近 い
場所 に橋 を架けてほ しい とい う要望があ った としよ う。 この場合行政 の担当部局 は CBAの 手順
に したが って 、例 えば、
片側 2車 線 の橋 を町の 中心部 に架けたケース (A案 )
片側 1車 線 の橋 を町 のはず れに架けたケース (B案 )
何 もしない ケ ニス (C案 )
の 3案 を作成す る。 B案 は A案 が橋付近 の住民 に対 して 自動車騒音 の発生や大気 の汚染 など、環
境悪化 を伴 うことが予想 される ことか らそれを回避す るための案 で あ り、片側 1車 線 としたのは
中心部か ら架橋 地が遠 くなる分 だけ、需要量 (通 行量 )や 時間節約効果 が A案 よ り少 ない と見込
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まれるか らで ある。

A案 では費用 の額 は事業費 と維持補 修費 を含め100億 円、一方住民 に もた らされ る と予想 され
る便益 の額 は80億 円だ とす る。便益 の額 はこの ケ ースでは、新 しい橋 を利用す る人々の
効用 の 増
加であ り、具体 的には時間費用 の節約効果 (新 旧の橋 を利用す る人々の交通需要曲線下 の消費者
余剰 の増加額 )を 、橋 の耐用年 数 の期 間にわたって、全利用者の効果を集計 して求める。 また B
案 では 、費用 の額 は60億 円、住民 に もた らされ ると予想 される便益額は70億 円だ とす る。 さ らに

C案 は何 も しない現状 の ケ ースで 、費用 も便益 と もにゼ ロで ある。
この場合 CBAに よる評価 は、A案 については町 の 中心部 に架橋するので
利用者数 も多 く利便
性 も大 きい と予想 されるが 、事業規模が将来予想 される通行量 の増加 を織 り込 んで も便益 額

(80

億 円 )に 比 べ て過大 (100億 円 )で あ り効率が悪 い。さらに橋の付近 に居住 す る住 民 に
対 す る騒

音増加や大気汚染といった社会的費用の発生も憂慮される、ということになる。B案 については
、
橋が町はずれに位置するためA案 に比べ利便性に劣 り通行量もA案 より少ないと予想されるが
、
便益額

(70億

円)は 費用

(60億

円)を 上回っているので投資効率はA案 より優れてお り、かつ環

境問題についてはA案 に比べて大きな心配はない、という評価となろう。CBAで は「何 もしな
いケース」を含めるが、これはA案 やB案 による社会的厚生水準の
変化を測る基準であると同時
に、納税者として住民が行 う選択の中には、少ない便益のために多大な税の投入を控えるとい
う
選択肢 もあ りうるからである。
3つ の案をまとめると次のようになる。

A案

(中 心部

B案

(町 外 れ 1車 線案 ):純 便益 =+10億 円 (便 益 70億 円 ―費用 60億 円 )

C案

(何 もしない案

2車 線案 ):純 便益 =‑20億 円

(便 益80億 円 ―費用 100億 円 )
…ただ し騒音 などへ の負荷あ り

) :純 便益 =

0円

(便 益

0円 ―費用 0円

)

したがつて 3つ の案の優劣を比較すれば、B案 >C案 >A案 の順 となる。

CBAは 、限られた資源の利用について経済学の機会費用の考え方を基礎 としている。この例
では、100億 円 と60億 円 と0円 とい う 3通 りの税金の使 い方 と資源の利用 の
仕方について 、社会
全体 でみたとき、それぞれの案がどれだけ社会的厚生水準を変化させるか、すなわち
資源投入に
ともな う人 々の効用の増加 または減少 (プ ラス またはマイナスの純便益
)が もたらされるか を比
較 している。A案 は事業費が大 きいので資源投入の経済的イ ンパ ク トは大 きいが、それから ら
得
れる便益 の増加 と差 し引きをすれば社会的厚生、経済福祉の水準 は現状 よ リマイナスと って
な
、
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む しろ税 と資源 の利用 の仕方 としては ロスが大 きいこ とを示 している。
ここでは産業連関モ デルが扱 う経済的 イ ンパ ク ト (波 及効果 の計測 については土居 ・ 浅利 。中
野 [1996]を 参照 の こと)の 大 きさは含 めない。なぜ な ら原材料や労働力 といつた資源 は他 の 事
業 に投入 して も類似 のイ ンパ ク トをもたらすか らで ある。数千億円 を投 じた 2つ の住 宅 団地 プ ロ
ジェク トの事後的な例 では、一方が入居者募集 に失敗 して幽霊団地 とな り、 もう一方 が成功 して
い る とき、 CBAは 費用 が同額 のプ ロジ ェク トによって生 じる誰 の眼 にも明かな この便益 (入 居
した住民 の満足度、効用 )の 違 い を計測 しようとす るのである。
立案段階で用 い られる CBAは 、原理 的には池上 [1996]も 指摘 してい るよ うに、納税 者 の 視
点 か らの公共投資効率、財政支出の「無駄」 を排除する尺度 としての機能 ももって い る。上記 に
あげ た橋 の例 に戻れば、便益額 と比較 した とき、事業費の最 も大 きい A案 では な く相対的 に小 さ
い B案 の方が、制約 のある財源 と資源 を効率的に利用す るプ ロジ ェ ク トとして評価 されるので あ
る。 CBAに ついては、予算市1約 下 での複数 のプ ロジ ェ ク トの優先度 についての議論 もあるが こ
こでは省略す る。
日本 の財政 システムの破局的な状況 を前 に して考 えざるをえない問題 の一 つ は、便益額 と比 較
「無駄」 を識別す る役割 として もつ この CBAが なぜ 日本 で用 い られ
した事業費 の額 の適正度 、
ず定着 しなか つたのだろ うか 、 とい う点 で ある。

CBAに よって合理的だ と判断 されたプロジェク トが、結果的には人 々の健康や 自然環境 を破
壊 し、悲劇的で社会的 にみて も非効率 な意志決定 で しかなか った とい う例 は多 い。宇沢

[1983]、

A.V.Kneese[1990]、 植田 [1996]を 始 め多 くの論者 が指摘 して い るよ うに、 プ ロジ ェ ク トが環
境や人間 に与 える影響へ の配慮 を欠 いてい た り、費用 と便益 のデ ー タが開発計画者 に都合 よく推
計 される こと も多 いか らである。 しか しCBAの この よ うな弱点 の 一 部 は 、 W.K.Kapp[1948]

[1975]に よる社会的費用論 の先駆的な問題提起 を受けた形 で 、Do Pcarce[1989]や JoA.Dixon
[1986][1990]な どの社会的費用便益分析 (S∝ ial Cost Beneit Analysis:SCBA)と

して か

な り改善 され、環境経済学 の構成要素 として扱 われるまでにな っている。
かな りと断 った理 由は 、そ れで もCBAあ るい は SCBAが 取 り返 しのつ かない破壊や被害 か
ら人 々や環境 を守 る ことに限界 をもっていた り、便益 を享受す る人々と社会的費用を負担す る人 々
との 間の分配 の不平等 を防 ぐことがで きない といつた限界 をもつ か らである。 この意味 では人 間
の生 命 や健康 を守 り、環境保全 を基本 とした環境政策あ るい は公 共政策 の枠 の 中で SCBAを 利
用す る ことが求め られて い る、 とい う宮本 [1989]の 主張 には同感 である。 SCBAは 切 れす ぎ
る刃物 の よ うなものだか ら、不用意 に用 い る と人を傷 つ ける場合があ る。扱 い方 には注意 を払 う
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必要がある。
こうした限界 とともに、改良された CBAで ある SCBAに ついて も日本で殆 ど定着 してい

な

い理由として、社会的便益や社会的費用の計測、実証研究の困難さがあ られよ
げ
う。美 しい景観
や憩 いの場 としての町の公園、騒音や大気汚染、森林の水系保全機能などに対する人々の関心 と
プラスあるいはマ イナスの評価が大 きくなっていることをどう定量化すればよいのか、海外では
精力的な研究の積み重ねによって、既 に評価が定着 したかにみえる手法 もあるが、日本におけ る
実証研究の歴史はまだ始まったばか りである。
。

SCBAは 、実際には次の式で政策 を評価する。
NPV=t:1旦 L型壁

活語島デ撃=≦

昼上

ただ し、NPV=純 現在価値 (net present value)、

Bd:プ ロジェ ク トか らの 直接

的便益 、 Be:外 部的便益 、 Cd:直 接的費用 、 Cp:環 境保全費用 、 Ce:外 部的費用
(環 境 コス トを含 む)、

R:割 引率

(将 来 の価値 を現在価値 に換算する率 )、

n:期 間

こうした CBAあ るいは SCBAの 限界や課題 は、しか し日本になぜそれが
定着 しなかったか
とい う理由の一つではあって も、その全てではない。むしろこの ようなCBAや

SCBAの 限界
と課題は、それらが広範に利用 されている海外 の国々で も共通 したものだからで
ある。もう一つ
の理由、そ しておそら く最大の理由は、その定着を体質的に拒んで きた日本の
政策決定 システム
にある。

SCBAは 、例えば巨費を投 じる公共 プロジェク トに対 して、その計画によって住民にもた ら
される便益の規模、したがって事業費の規模が適正かどうかといったを判断する目
安、政策 目的
を達成 しようとする場合の複数の代替的な政策案の優劣、失 う環境価値の大 きさといった
政策に
関する評価情報を、政策の決定者である住民に事前に提供することができる。 これらはい
ずれ も
政策形成に決定的な意味をもつ情報であ り、住民にとって最 も必要な情報である。行政に
対 して
「情報公開」が叫ばれているが、公開よ りも以前の問題、まず日本では作成 を要 しな
求
けれ ば な
らない情報があることにも、私たちは関心を払わなければならない。

SCBAの

ような政策評価 システムが根をおろす風土とは、社会の変化や住民の意向にそった

柔軟な財政システムの存在 とともに、自らの税を何にどう使 うか、政策の選択や決定 に積極的に
係わってゆ く納税者、主権者 としての住民の姿勢の広が りであろ う。 SCBAが 日本に
定着 して
いない もう一つの理由をいいかえるならば、日本の民主主義の成熟度の
問題であるとい うことも
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で きる。
地方分権 t住 民参加 、情報公開の流れは、柔軟 で住民主体 の政策決定 システ ムか らみればなお
距離があ るが 、その距離 を縮 める流れである ことは確 かであろ う。そ して、集権的な「上意下達」
型 のシステムに代 わる政 策決定 システ ムの構 成要素 として 、例 えば SCBAの よ うな政策評価情
報 を提供す るシス テ ム を構築する ことが、社会 にも、そ して経済統計学 にも求 め られて くる。次
節 では 、発電所建設 プ ロジェク トの例 でそ の内容 を具体的に検討 して いこ う。

3

清水市 の石炭火 力発電 プロジェク トと統計情報

静 岡県清水市 で 1992年 まで推進 され ていた石炭火力発電所建設 プ ロジェク トについては、そ の
経済波及効果 デ ー タの過大推計 について 、前著 [土 居 1992]で 検討 したが、本節 では角度 をか え
て 、 このプ ロジ ェ ク トに社会的費用便益分析 を適用 した場合、 どの よ うな統計情報 が求め られ る
のか を検討 しよう。
この発電所建設計画 は中部電力帥 が計画 した もので 、人 口約 27万 人の清水市 の港湾内の 中心部
に位置す る所有 地に、100万 kwの 石炭 火力発電機 を 2基 備 えた 日本最大規模 の 200万 kwの 発 電所
を建設 しよ うとした計画 で ある (1992年 着工 、1997年 稼働 )。 発電 された電力 は 、 地元 だ け で な
く首都 圏の電力需要 の増加 に対す る売電 も見込 んで い る。立地予定場所が円形 の湾 を取 り囲 む市
街地 の 中心部 で 、富士 山を臨む景勝地で あ る三保 の松 原や住宅地 の近 くに予定 されて い たため 、
大気汚染 による健康被害や景観破壊 といった環境問題 を中心 に、市 を 2分 した推進 と反対 の意見
対立 の末、斉藤静 岡県知事 (当 時 )が 「静岡県 の玄関口 (清 水市 )に か まど (発 電所 )を 置 くよ
うな計画 は好 ま しくない」 と、資源 エ ネルギ ー庁へ の許可 申請 に同意 しなか つたため 、実施 が棚
上 げ となった計画 で ある。
清水市 の行政 と議会 は推進 の立場 で強 く計画 の実現 を進めていたが、その理由は20年 間にわたっ
て年平均約 22億 円が見込 まれる固定資産税収 と、そ れによる公共投資や発電所建設工事 の経済波
及効果 が、清水市 の活性化 につ ながる とい うもので あ つた。
この経済波及効果 デー タについ ては大 きな過大評価 が されてい た。 とい うのは、推 進当事者 で
あ る中部電力 か ら委託 を受けた0中 部開発 セ ンターや清水市当局 の調査報告 では、原材料等 へ の
波及 の うち地域外か ら調達 される分 を自給率 (I一 M)を 用 いて除 く通常 の地域均衡産出高 モ デ ル

ZX=(I― (I一 M)A) 1(I一 M)∠ F
では な く、地域外へ の波及 も含 めた波 及効果 の計算 モ デ ル
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∠ X=(I― A) lZ F
のデ ー タが「清水市へ の波及効果」 とされていたか らで ある。波 及効果 の合計額は通常 モ デルの
倍以上の過 大推計 になってお り、静 岡県庁 によって も計画 の問題点 の一つ と して指摘 されるとこ
ろ とな ったので ある。
発電所建設その ものは民間企業 の投資であるので公共投資 プロジェク トでは ないが 、それを誘
致す る場合、行政や議会 は、繰 り返 される住民 か らの請願や陳情 を拒 否 し続 けるのでは な く、地
域住 民 の視点 にたった誘致政策 の評価情報 を住民 に提供すべ きで あ った。政策決定 シス テ ム に も
触れなが ら、評価情報 のあ り方 を整理すれば次 の よ うになろ う。

①

(首 都圏への売電を含めた)電 力需要の増加に応えるということを前提とした場合で も、環

境や住民への影響を考慮 して、発電方法や立地場所について、発電所を建設 しない案も含めた さ
まざまな選択肢、オプションが用意されること (実 際に発電方法を太陽光発電に切 り替えてほ し
いという請願が清水市議会の公害防災対策特別委員会に市民から提出されたが、不採択と った
な
。
むしろこうしたォプションは議会が提案 しなければならない)。 それらの選択肢、オプションの
中には、需要を抑制して発電所を建設しなくて も済むような取 り組みの可能性と費用、便益も含
めること。
②それぞれのプロジェク ト案について、社会全体 の厚生水準、経済福祉水準をどう変化させ る
かとい う政策の経済評価を行 い、住民が半J断 し選択するための評価情報を提供すること。清水市
とい う地域 を限定 したプロジェク トの影響 について も、特 に環境や健康に与える恐れのある影響
について分かるかぎり情報を提供する。
③ プ ロジェク トの経済評価情報 は、各オプシ ョンご とに次 の内容が含 まれることが求められる。
記号 は前節 で示 した社 会的費用便益分析 の評価式 の記号である。
a。

直接的便益

。 電力 の産出高 の変化 を
(Bd)"… ・
価額評価 した額。

b。

外部的便益

(Be)"… …・発電所建設による外部経済 または副次的便益 として生 じる大 きな

P。

要 因。

c.直 接 的費用 (Cd)"… …・発電所の建設費 と建設後 の運転 にともな う燃料使用 を含 む維持管
理費
d。

環境保全 費用 (Cp)

…・外部不経済を低減 させ る費用 (事 業費に含 まれる集塵装置、汚水
処理装 置、緩衝緑地帯建設費お よび維持費等 )

e.外 部的費用 (Ce)

……・環境 に対す る影響 を含 む外部費用 で 、各オプシ ョンご とに予想 さ

れる次の ような項 目へ の経済評価が求められる。
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(1)大 気汚染 (硫 黄酸化物、窒素酸化物、煤塵 、一酸化炭素、二酸化炭素等 の排 出 )に

よる さ

まざまな悪影響 (特 に二酸化炭素 は、全国の 1%に 相当す る年間1000万 トンが 2本 の煙 突
か ら排 出 される)。
ア)喘 息 など呼吸器系疾患 を中心 とする人 々の健康被害 の発 生
イ)農 作物 の生 育へ の影響
ウ)地 球温暖化等へ の悪影響
(2)景 観へ の悪影響 (湾 内の高 さ200mの 煙突だけでな く、石炭火力発電所
m、

自体 が高 さ70〜 90

周 囲一辺数百mの 巨大 な構築物 となる)。

(3)観 光産業へ の ダメー ジ

に)立 地 によって景勝 地三保 の松原 な どがある三保半島をは じめ として、清水市 が計画 して い
る観光や海洋 レジャー としての将来的発展 の選択肢が閉ざされて しまう とい う外部不経済
発 生 の可能性。
(5)三 保湾内へ の温排水が海水浴や漁業 に及ぼす影響。
(6)燃 料 として燃 や した石炭灰 を運 ぶ運搬船が湾内 の主要航路 を横切 る ことによる危険性
(7)建 設工事期間お よび稼働後 の騒音 、粉塵、資材運搬車両 による道路 の渋滞

これ らの項 目の経済評価 については、対象 に応 じたさまざまな手法が開発 されて い る (Pearce

[1989],Johansson[1987],Dixon[1986a,1986b])。

例 えば直 接 的便益

(Bd)や 外 部 的費用

(Ce)の 一部 一一 農作物 の生 育へ の影響 、温排水 が漁業に及ぼす影響、観光産業へ の影響 、清水
市 の別 の発展 の可能性 を閉ざす外部不経済 一 な どについては、産出高変化 アプ ローチ を用 い る
こ とが適 当で ある し、景観へ の悪影響 な どにつ い ては仮想市場 評価法 (Contingent Valuation

Method:CVM)の 利用が必要 となろ う。騒音 のマイナス価値 の評価 については、資産価格

(住

宅価格や土地価格 )の 決定要因の うち騒音 による低下分 を資産価格決定 の理論 に もとづ いて重 回
帰式 で検 出す るヘ ドニ ック価格評価法 がある。例 えば岩田 [1985]は 、航空機騒音 が空港周 辺 に
及 ぼす影響 の経済評価 を この手法 を用 い て算 出 してい る。
また、大気汚染による影響 の うち、例 えば喘息 な ど呼吸器系疾患 を中心 とす る人 々の健康被 害
の発 生 については、静 岡県下 の20あ ま りの都市 の大気汚染 デー タと呼吸器系患者 の発生率デ ー タ
との相関か ら、発電所が稼働 したケ ースでの発 生率 の上昇 と患 者 の増加数、 したが つて評価 しに
くい喘息発作 の苦痛 を別 にすれば、少 な くとも治療費 の増加額や失 われる労働 日の コス トといつ
た形で現 れる被害 を予測す る こと も不可能では ない。 これ らは全 く新 しい問題 では な く、過去 の
多 くの公害裁判 における被害 の定量化 の 中で試 み られて きた ものである。地球温 暖化へ の悪影響
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を もた らす 二 酸化 炭素 の 増加 の社 会 的費用 につ い て も、温 暖化 を制御 す る森 林機 能 の価

値 を計 測

して い る宇 沢 [1995]の 試算 な どが 参 考 になろ う。

市場が直接評価 していない環境の価値を計測する作業には、確かに困難が伴 うことも事実で あ
る。 しか しPearce[1989]が 紹介 しているように、海外では法律や政府機関における評価 のガ
イ ドライ ンとして定着 しているもの もある。住民が SCBAに よって環境や健康を安易な開発か
ら守 ることので きるケース とともに、杜撰なCBAや SCBAに よってその逆が生 じるケース も
あることを考 えると、政策評価手法の開発 と限界 も含めた利用のあ り方 について、検討すべ き課
題 は大 きい といわねばならない。

おわりに

評価情報を得るためのデータ収集 とその処理法について経済統計学からの寄与が求められると
同時に、外部性の評価を中心 として これまで経済統計学が研究対象 として取 り上げてこなかった
問題 も多 い。 これらの問題に即 した統計利用 と統計方法の検討が求められている。
またこれらの評価情報については、いずれも環境経済学や ミクロ経済学、公共経済学 といった
経済学 の研究成果はもちろん、医学や公衆衛生学 (大 気汚染が 々の健康 に与 える影響
農学
)、
本
(大 気汚染が農作物の収穫 に与える影響 )、 水産学 (温 排水が漁業収穫高に与える
影響 )を は じめ

さまざまな領域の専門的知識をもとに実証デー タが収集され処理 されねばならないとい
う点では、
当初から研究 は学際的な共同作業 とならざるをえない。
情報公開、住民参加 、地方分権の時代の流れが、総合的な研究機関としての大学に求めてい る
これからの役割の一つである。

注
１

環境経済 0政 策学会 (1996年 大会 、中央大学駿 河台記念館 )で は、環境評価 と環境 資源勘
定 のセ ッシ ョンが設 け られ 、 このセ ッシ ョンだけで も合計 11の 報告が行 われた。代表的 な評
価手法 を用 いた 日本 の分析事例 については盛 岡通・藤 田壮 [1995]も 参照 されたい。
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