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概要 

 

都市景観を向上させるための一例として、電柱の地中化が考えられ

る。本研究では観光地において、景観改善のための無電柱化事業が

人々にどの程度評価されるかを経済学的に分析した。本研究では一

部エリアに重要伝統的建造物群保存地区を有する愛媛県内子町を対

象にアンケート調査を実施した。その結果、内子町での追加的な無

電柱化事業に対して観光客は約 500 円、地元住民は約 690 円の支払

い意思があることが推計された。本研究の手法によって得られる知

見は、都市景観向上のための事業の妥当性や費用捻出方法を議論す

る上で重要になると考えられる。 
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１．研究の目的           （注）必要なページ数をご使用ください。 

近年、地方都市が独自の特色を生かして持続可能に経済成長を行うため、観光産業が注目され

ている。中でも、観光資源の魅力をより向上させるため、周辺地域の景観面を考慮した整備への

関心、需要が高まっている。国土交通省の「景観に関する意識調査」（2015）等を見ても、人々

の景観に対する意識の高さはうかがえる。そのため、景観の阻害要因となりえる電柱整備につい

ても注目が集まっている。例えば、電柱の多い我が国において、都市整備の際に無電柱化を行う

ことによって、景観を大きく向上させることが可能である。無電柱化によってもたらされる景観

の向上は観光資源の魅力を増加させ、より観光客の増加を促す可能性があるからである。国土交

通省の「無電柱化推進計画」（2018）でも、景観向上と観光促進の観点から無電柱化事業の推進

が計画されている。ただし、無電柱化事業には大きな費用がかかる。そのため、財政面等から地

域住民の理解は得づらく、地方都市においては事業推進が困難な状況である。無電柱化事業を進

めるためには、事業にかかる費用に対する便益を明確に示して地域住民の理解を得る必要があ

る。地域住民とどのように合意形成を行うかのフレームワークを検討するためにも、景観向上の

観点からの無電柱化事業の便益評価方法の確立を目指すことに本研究の意義である。 

本研究では、具体的な観光地において観光客からの実際の無電柱化事業に対する仮想評価法

（CVM）の手法を用いて、いまだ無電柱化事業が進んでいない観光都市を対象とした調査を計画

している。CVMは仮想的なシナリオを人々に提示して、そこから人々の事業に対する支払意思額

（WTP）を統計的に導き出す手法である。環境改善事業に対する便益を明らかにするため等に多

く用いられている手法であるが、無電柱化事業を対象とした研究は少ない。そのため、実際に観

光地を訪れている観光客を対象に CVM を用いて無電柱化事業の評価を分析するのが本研究の目

的である。 

 

２．研究の経過             

（１）調査地選定 

 まず初めに、四国地方近辺における無電柱化事業の状況の調査を実施した。具体的には国土交

通省四国支局へのヒアリング、愛媛県庁、愛媛県の内子町の各自治体へのヒアリングを実施し

た。これらヒアリング調査によって、行政の観点から四国地域で比較的有名な無電柱化事業の実

施地域についての情報を把握した。さらに四国において実際に無電柱化事業の実施地域の訪問

調査も実施した。具体的には松山市の松山城への登城部分にあたる松山ロープウェー商店街、松

山城と松山市駅との間に位置する花園通り、内子町、道後温泉本館周辺、香川県の高松市、琴平

町、丸亀市の丸亀城周辺の訪問調査を実施した。これら地域のうち、今後も追加的な事業計画の

可能性があるのが内子町と琴平町であった。これら 2 地域のうち、最終的には松山市から近く、

無電柱化による町並み保存地域が全国的にも評価されている内子町を研究対象として決定した。 

 

（２）内子町について 

 内子町は愛媛県喜多郡にある人口が約 15,000人の町であり、愛媛県の県庁所在地である松山

市の南方に位置する。内子町の八日市護国は今でも江戸末期から明治・大正時代の町並みの保存

状態が良好である。そのため、四国地方内では最初に重要伝統的建造物群保存地区に指定されて



いる。その他のエリアにも、大正時代に設立した芝居小屋である内子座や商家等がよく保存され

ている。さらに、交通の便が松山市から特急列車で 24分ということもあって、県外からも多く

の観光客が訪れる地域となっている。内子町（2015）の「第 2期内子町総合計画」によると年間

観光客数は 100万人から 110万人となっている。 

現在、八日市護国の町並み保存地区は景観整備のために無電柱化事業が完了している。一方

で、内子座と町並み保存地区の間に位置する本町通りでは、無電柱事業の計画が出たものの依然

として未整備の状態となっている。その理由としては、無電柱化事業の費用面の問題が大きいこ

とが町役場へのヒアリングの結果分かった。 

 

（３）アンケート票の作成 

観光客にとっての無電柱化事業の評価を定量的に分析するため仮想評価法（CVM）のアンケー

トを作成した。CVMは現時点では電柱が存在するエリアを対象として、仮想的に無電柱化事業を

実施して景観が改善されるのであれば、その事業に対してどの程度の支払い意思額（WTP）を提

示できるかをアンケートによって聞き出す方法である。今回のシナリオでは内子町のメイン通

りである本町通り（約 500m）を無電柱化する場合に寄付金を支払うかどうかを回答者から問う

ような質問形式とした。回答者により現実的な状況を想像しながら回答をしてもらうため、質問

の際には現状の本町通りの写真、地図情報とともに、無電柱化による景観向上、歩行空間の確保、

災害対策といったメリット情報、費用がかかる（約 50万円/m）といったデメリット情報も明示

した。寄付金の額は 100 円、300 円、500 円、700 円の 4 つの値をこちらで設定した。各回答者

にはこれら 4 つからランダムで 1 つを提示して、その額を寄付してくれるかどうかの 2 択で回

答してもらう形式とした。上述した CVMのアンケートに加えて、回答者が無電柱化についてどの

程度知っているかの認知度や個人特性についての質問も作成した。アンケート票を作成する際

には、回答者が分かりやすいかどうか、不備がないかどうかを念入りに調整するため、松山大学

の学生に何度もプレアンケートを行い、プレアンケートに対する意見を徴収することでブラッ

シュアップに努めた。 

 

（４）内子町でのアンケート調査の実施 

 アンケートを現地で実施する際には、事前に町役場と町並み保存協会へ相談を行った。その上

で、内子町内の承諾の得られたエリアを使用してアンケート調査を実施した。実際の現地アンケ

ートは松山大学の学生の協力のものとで実施した。調査期間と時間帯は 2019 年 11 月下旬から

2020 年 2 月上旬の間の週末の 10 時から 17 時の間である。今回のアンケート調査では、全体で

587 人から回答を得ることができた。 

 

（５）分析モデル 

回収したアンケートを用いて無電柱化事業に対する人々の支払い意思額を統計的に推計する。

今回の推計には Hanemann（1984）の二肢選択モデル用いる。個人iが無電柱化事業に賛成（𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦）
した場合の間接効用𝑈𝑈𝑖𝑖,𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦とする。一方、反対した場合の間接効用を𝑈𝑈𝑖𝑖,𝑛𝑛𝑛𝑛とする。間接効用はそれぞ

れ無電柱化事業によって景観改善𝛼𝛼が実現した場合と実現しなかった場合の満足水準を表している。

すると、間接効用は確定要素𝑉𝑉𝑖𝑖,𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦、𝑉𝑉𝑖𝑖,𝑛𝑛𝑛𝑛と誤差項𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑛𝑛𝑛𝑛によってそれぞれ以下のように表すことが



できる。 
 

𝑈𝑈𝑖𝑖,𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦 = 𝑉𝑉𝑖𝑖,𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦 + 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦 = 𝑉𝑉𝑖𝑖(𝛼𝛼,𝑀𝑀𝑖𝑖 − 𝑝𝑝𝑡𝑡 ,𝑋𝑋𝑖𝑖) + 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦 
𝑈𝑈𝑖𝑖,𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑉𝑉𝑖𝑖,𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑉𝑉𝑖𝑖(0,𝑀𝑀𝑖𝑖 ,𝑋𝑋𝑖𝑖) + 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑛𝑛𝑛𝑛 

 
ここで、𝑀𝑀𝑖𝑖は所得水準、𝑝𝑝𝑡𝑡は提示された寄付金額（支払金額）、𝑋𝑋𝑖𝑖は個人特性を表している。 
よって、個人iが𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦と回答する確率を以下のように記述できる。 
 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖[𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦] = 𝑃𝑃𝑃𝑃[𝑈𝑈𝑖𝑖,𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦 > 𝑈𝑈𝑖𝑖,𝑛𝑛𝑛𝑛] 
= 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖�𝑉𝑉𝑖𝑖,𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦 + 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦 > 𝑉𝑉𝑖𝑖,𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑛𝑛𝑛𝑛� 

= 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖[𝜀𝜀𝑖𝑖 > −∆𝑉𝑉𝑖𝑖] 
ただし、−∆𝑉𝑉𝑖𝑖、𝜀𝜀𝑖𝑖はそれぞれ以下のように定義する。 

∆𝑉𝑉𝑖𝑖 = 𝑉𝑉𝑖𝑖,𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦 − 𝑉𝑉𝑖𝑖,𝑛𝑛𝑛𝑛、𝜀𝜀𝑖𝑖 = 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦 − 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑛𝑛𝑛𝑛 
∆𝑉𝑉𝑖𝑖は無電柱化事業による景観の改善𝛼𝛼と提示金額（支払金額）𝑝𝑝𝑡𝑡の関数として以下のように定義す

る。 
∆𝑉𝑉𝑖𝑖 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽𝑝𝑝𝑡𝑡 

 
ここで、εyes およびεnoが第一種極値分布(Gumbel 分布)に従うと仮定するとεがロジスティック分布

となり、ロジットモデルが適用できる。ロジットモデルでは、回答者が YES と答える確率は、以下

の通りとなる。 

Pri[yes] =
1

1 + exp (−∆Vi)
 

  
対数尤度関数は以下のように表すことができ、最尤法を用いて𝛼𝛼と𝛽𝛽の値を推定する。 

 

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 = �[𝑑𝑑𝑖𝑖,𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖[𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦] + 𝑑𝑑𝑖𝑖,𝑛𝑛𝑛𝑛(1− 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖[𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦])]
𝑖𝑖

 

 
次に、WTP の推計を行う。提示額𝑝𝑝𝑡𝑡に対して𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦と答える確率が 0.5 となる支払意思額（WTP）

の中央値は、∆𝑉𝑉𝑖𝑖 = 0となる水準であるため、推定した𝛼𝛼と𝛽𝛽を用いて以下のように計算できる。 
 

𝑊𝑊𝑊𝑊𝑃𝑃� = 𝑦𝑦𝑒𝑒𝑝𝑝 �−
𝛼𝛼
𝛽𝛽
� 

 
 

３．研究の成果             （注）必要なページ数をご使用ください。 

（１）データ 

 現地調査によって得られた回答者の居住地は図 1の通りである。愛媛県内と県外とが半々ず

つぐらいの回収率となっている。県外からの観光客の中には海外（中国、台湾）からの観光客



も存在したことが分かった。以降の分析の際には、98人の内子町住民とその他の観光客のサン

プルは分けて考えることとする。 

 

 

図１ 居住地（サンプルサイズ：587） 

  

 図 2は観光客の年代分布を示している。今回、60年代以上の高齢者層が多いことが分かっ

た。一方で、20代の比較的若い旅行者からも多くサンプルを回収することができた。 

 

 

図 2 観光客の年代分布（サンプルサイズ：479） 

 

図 3は観光客の所得分布を示している。日本の平均所得は約 550万（厚生労働省、2017）で

あるが、それに比べて低めとなっている。その理由としては、今回のサンプルでは退職等で時

間に余裕がある高齢者や 20代旅行者が多く含まれているためと考えられる。 
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図 3 観光客の所得分布（サンプルサイズ：473） 

（２）分析結果 

 回収したデータをロジットモデルによって分析した結果を表 1に示す。分析は観光客と地元

住民とで分けて行った。分析結果から、提示金額はマイナスに、定数項はプラスにすべてが有

意であることが分かった。つまり、提示金額が上がるとそれに対する支払い意思が減少するこ

と、また無電柱化事業に対してプラスに支払い意思額があることが確認された。 

 

表 1 分析結果 

係数 標準誤差 係数 標準誤差
提示金額 -0.003 0.000 *** -0.005 0.001 ***
定数項 1.637 0.216 *** 3.189 0.728 ***
対数尤度 -297.201 -47.3526

疑似決定係数 0.0856 0.1399
サンプルサイズ 477 96

観光客 地元住民

 

注：***は有意水準 1%を表す。  

  

表 1の推定結果を用いて、さらに無電柱化事業に対する 1人当たりの支払い意思額（WTP）の

中央値を推計した結果が表 2である。観光客は約 500 円、地元住民は約 690 円であることが分

かった。地元住民の WTPが高くなった理由だが、たまに内子を訪れる観光客と比較して、普段

から地元に居住する地元住民の方が無電柱化事業から得らえる恩恵も大きくなることが考えら

れる。そのため、地元住民の WTPの値が高くなった可能性があると考えられる。 

 

表 2 WTP推計結果 

WTP（円）
観光客 503
地元住民 690  
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表 3は無電柱化事業の支払いに影響が考えられる要因を調査するため、提示金額以外にその

他の変数も用いてロジット分析をした結果を示している。提示金額に関しては表 1の結果同様

にマイナスに、定数項はプラスに有意であることが分かった。内子町訪問回数はプラスに有意

であり、何度も内子町へ観光に来る人ほど無電柱化整備に対して支払い意思額が高いことが分

かった。今回の訪問目的に関して、木蝋資料館はプラスに有意であることが分かった。木蝋資

料館はすでに無電柱化が完了している重要伝統的建造物群保存地区に存する。つまり木蝋資料

館を訪れる人はより景観整備への意識が高く、観光地での無電柱化事業に対する支払いが高い

可能性が考えらえる。一方、内子座は有意にならず、商いと暮らし博物館に関してはマイナス

に有意な結果となった。これら施設自体は伝統的な建造物であるが、木蝋資料館と異なり重要

伝統的建造物群保存地区から離れた場所に位置する。つまりこれら施設を訪問する観光客は空

間的な景観よりも施設自体が観光目的であるため、無電柱化事業に対してそこまで支払い意思

額が高くない可能性が考えられる。電柱関連の変数では、電柱経験（景観阻害）が有意にプラ

スであることが分かった。つまり、景観を楽しむ際に電柱が景観を阻害した景観がある人は、

観光地でも無電柱化整備に対して支払い意思額が高いと考えられる。ボランティアはマイナス

に有意となった。つまり、普段ボランティアに積極的に参加していない人の方が、無電柱化事

業に対して支払い意思額が高いことが分かった。その他、性別、所得、世代は有意な結果には

ならなかったことから、性別、所得、世代の違いによる無電柱化事業への支払い意思の違いは

それほど存在しないことが分かった。 

 

表 3 フルモデルによる分析結果 

係数 標準誤差
提示額 -0.004 0.001 ***

内子町訪問回数 0.138 0.051 ***
訪問目的（内子座） -0.014 0.312

訪問目的（商いと暮らし博物館） -0.726 0.259 ***
訪問目的（木蝋資料館） 0.837 0.260 ***

無電柱化認識 -0.075 0.256
電柱経験（景観阻害） 0.747 0.265 ***
電柱経験（通行阻害） 0.161 0.257
電柱経験（柱災害） 0.434 0.279
電柱経験（災害） 0.026 0.280

性別 -0.067 0.263
ボランティア -0.432 0.242 *

定数項 2.321 0.811 ***
所得ダミー yes
世代ダミー yes
対数尤度 -258.36

疑似決定係数 0.1608
サンプルサイズ 452  

注：***、*はそれぞれ有意水準 1%、10%を表す。 

 



（５）政策的含意 

 内子町のアンケート結果から、内子町本町通における無電柱化事業は人々からある程度評価

されることが分かった。観光客の無電柱化事業に対する WTPの中央値は約 500 円、地元住民は

約 690 円であった。これら値に母集団の半数を掛け合わせることによって大まかな全体の WTP

を算出することができる。内子町の観光客数は 2013年の観光客数は約 110万人（内子町、

2015）、住民数は 16,327人（内子町、2020）とする。これら値を用いて、観光客全体の WTPは

約 2億 7,500万円、地域住民全体の WTPは約 560万円となった。1人当たりの WTPでみると地域

住民の方が高い値であったが、全体でみると観光客からの評価の大きさを確認することができ

る。地方自治体にとって、地域住民のみに依存した事業には財政面で限界がある。そこで地域

を訪問する観光客等を巻き込んだ事業計画が今後重要となるだろう。 

 

４．今後の課題              

 今回、内子町での訪問調査が年間を通すと比較的人口が少ない冬季での調査となってしまっ

た。そのため、サンプル回収が当初の予定よりも困難なものとなってしまった。今後、同様な

調査を実施するのであれば、より観光客がたくさん訪れる期間を考慮して計画的に調査する必

要がある。今回の研究における定量的な分析結果から、地域事業が観光客から評価されるた

め、より観光客を巻き込んだ財政捻出方法の検討が重要であることが分かった。より具体的な

方法の検討については今後の課題としたい。 

  
  




