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序章 

 豊かな自然環境を有する小笠原諸島は、その価値を認められ世界自然遺産に登

録された。遺産登録以前からその自然環境を活かしたエコツーリズムが盛んで、

数多くの観光客が小笠原諸島を訪れている。しかしその交通アクセスの方法は船

舶のみで、25 時間という時間を費やす必要がある。そのため、以前から空港建設

による交通アクセスの改善を求める声が多く、幾度となく検討されてきているが

実現には至っていない。 

空港建設要望の大きな理由の一つに、観光客の増加が挙げられる。そこで、こ

の論文では交通アクセスの改善が観光客に与える影響をシミュレーション分析を

用いて考察していきたい。果たして本当に観光客が増えるのだろうか、どのよう

な条件のときに最も有効な影響を与えるのだろうか、といった問題意識のうえで

検証していく。 
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第一章 小笠原諸島について 

 

1.1 小笠原諸島の概要 

 小笠原諸島は、東京から南へ約 1,000km 南方の北太平洋上に位置し、南北約

400km に渡って散在する島々の総称である。父島、母島、聟島の三列島からなる

小笠原群島、硫黄列島および周辺孤立島から構成されており、硫黄島、南硫黄島、

沖ノ鳥島、南鳥島の 4 島を除く全ての島嶼が国立公園に指定されている。亜熱帯

に位置し、気温の変化が少ない海洋性の気候で、父島における年間平均気温は

23.3℃、一年を通じ雪や霜は全くなく、雨量は年間平均 1,600mm 程度と東京とほ

ぼ同じである。一般住民が定住しているのは父島・母島のみで、その人口は H23

現在 2,397 人である。ガラパゴス諸島やハワイ諸島と同様、全ての島が成立以来

大陸と陸続きになったことがない海洋島であり、その面積は約 105 平方 km で、ガ

ラパゴス諸島(7,882 平方 km)、ハワイ諸島(10,448 平方 km)と比べて小さいもので

ある。行政上は東京都に属しているものの、主島である父島ですら空港が無く、

アクセスは東京・竹芝桟橋との間に概ね 6 日に 1 便している定期船「おがさわら

丸」のみで、片道に役 25.5 時間を要する。 1 

 近年では 2011 年 6 月に、小笠原諸島の保存する海洋島としての独自の生態系が

認められ、ユネスコの世界自然遺産に登録されるなど、その豊かな自然が注目を

集めている。詳しくは次項の世界自然遺産で述べる。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 東京都総務局 小笠原支庁

HP(http://www.soumu.metro.tokyo.jp/07ogasawara/28.htm) 

図 1-1 小笠原諸島の位置  

出典：wikipedia 

図 1.2 父島列島（上から弟島、兄島、父島）  

出典：Wikipedia 
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1.2 世界自然遺産登録 

 小笠原諸島は 2011 年 6 月 24 日、フランスのパリで開催された第 35 回世界遺産

委員会において、その海洋島としての優れた自然環境を認められ世界自然遺産に

登録された。日本ユネスコ協会連盟によると、「世界遺産とは、地球の生成と人類

の歴史によって生み出され、過去から現在へと引き継がれてきたかけがえのない

宝物である。現在を生きる世界中の人びとが過去から引継ぎ、未来へと伝えてい

かなければならない人類共通の遺産です」とある。世界遺産は、1972 年の第 17

回 UNESCO 総会で採択された世界遺産条約（正式には『世界の文化遺産及び自然遺

産の保護に関する条約』）の中で定義されており、文化遺産、自然遺産、複合遺産

に三分類される。文化遺産は顕著な普遍的価値を有する記念物、建造物群、遺跡、

文化的景観など、自然遺産は顕著な普遍的価値を有する地形や地質、生態系、絶

滅のおそれのある動植物の生息・生育地など、複合遺産は文化遺産と自然遺産の

両方の価値を兼ね備えているものをいう。2011 年 7 月現在、世界遺産は 936 件（文

化遺産 725 件、自然遺産 183 件、複合遺産 28 件）、条約締約国は 187 カ国である。 

 世界遺産リスト登録に必要となる前提、審査の流れ、登録後の保全状況報告な

どは、「世界遺産条約履行のための作業指針」で規定されている。小笠原諸島のよ

うに、世界自然遺産に登録されるためには、同指針で示されている 10 の登録基準

のうち、 

(ⅶ )最上級の自然現象、又は、類まれな自然美・美的価値を有する地域

を包含する。 

(ⅷ)生命進化の記録や、地形形成における重要な進行中の地質学的過程、

あるいは重要な地形学的又は自然地理学的特徴といった、地球の歴史の

主要な段階を代表する顕著な見本である。 

(ⅸ )陸上・淡水域・沿岸・海洋の生態系や動植物群集の進化、発展にお

いて、重要な進行中の生態学的過程又は生物学的過程を代表する顕著な

見本である。 

(ⅹ )学術上又は保全上顕著な普遍的価値を有する絶滅のおそれのある種

の生息地など、生物多様性の生息域内保全にとって最も重要な自然の生

息地を包含する。 2 

のいずれか 1 つ以上に合致するとともに、真実性（オーセンティシティ）や完全

性（インテグリティ）の条件を満たし、締約国の国内法によって、適切な保護管

理体制がとられていることが必要である。小笠原諸島はこのうち(ⅷ)~(ⅹ)の価値

が該当すると思われたが、(ⅸ)の生態系価値についてのみ認められ、登録に至っ

                                                 
2 UNESCO 世界遺産条約履行のための作業指針 2005 改訂版  
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た。 

 生態系価値が認められたのは、小笠原諸島が約 4,800 万年前に誕生してから現

在に至るまで陸続きになったことがない海洋島であるからに他ならない。そのた

め動植物は閉ざされた環境の中で独自の進化を遂げていき多くの固有種の生態系

を保存している。また、高温少雨という亜熱帯気候も、土壌の少ない乾燥気味の

場所に生育する幹性低木林などの世界的にも珍しい生態系を生み出している。な

かでも固有種率が特に高いのが植物(36%)、昆虫類(84%)、陸産貝類(93%)であり、

3現在も研究が活発におこなわれている。 

 

 世界遺産登録によりその知名度は飛躍的に向上し、それに伴い観光客が大幅に

増え島全体の収入が増えることが見込まれる。実際、登録直後の 2011 年夏の観光

客は例年の３割増と早くもその効果が現れている。4他の遺産登録地でも頻繁にみ

られることだが、遺産登録による観光客の増加でその価値が傷つけられ、最悪の

場合は遺産登録の取り消しにまで発展しまう「世界遺産のジレンマ」に陥らない

ことが重要である。小笠原村によると、観光客増による自然破壊行為などは「今

の所みられない」とのことだが、オーバーユースを防ぐためのルールを設定する

など、細心の注意を払う必要がある.5 

 

1.3 小笠原諸島の自然環境の現状と取り組み 

 優れた自然環境を有する小笠原諸島だが、現在あらゆる問題が発生している。

その最たるものが、外来種による影響である。小笠原諸島は、最初に人が定住し

たといわれる 1830 年以来、島民の移動や行政・経済活動に伴い、意図的、非意

図的に様々な外来種が持ち込まれ、複合的な影響を受けている。これら外来種が

固有生物の減少・絶滅をもたらしている。まず鳥類については、絶滅種としては

オガサワラカラスバト、オガサワラガビチョウ、オガサワラマシコの 3 種、絶滅

                                                 
3 環境省小笠原自然情報センター 固有種率データより算出  
4 産経新聞 (2011 年 08 月 17 日 ) 
5 観光客については後述  

図 1.4 固有種のオガサワラトカゲ

（筆者撮影）  
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亜種はハシブトゴイ、マミジロクイナ、ムコジマメグロの 3 種で、合計 6 種の絶

滅種、亜種が確認されている。事実、鳥類 3 種、植物 3 種、陸産貝類 24 種は、

既に絶滅している。また、絶滅危惧種に指定されている生物は、植物 120 種、哺

乳類 1 種、鳥類 21 種、爬虫類 1 種、陸産貝類 18 種、爬虫類 1 種に上る。 6これ

ら外来種に対して、駆除活動や固有種の保護活動を通して一定の成果をあげてい

るが、遺産登録を受け小笠原村は環境省、林野庁、文化庁、東京都と共同でたち

あげた「小笠原諸島管理計画」のもと、「世界遺産条約履行のための作業指針 116」

に基づき、課題解決のための具体的な行動計画を示した「生態系保全アクション

プラン」を策定し、実施を始めているところである。  

 観光客による自然破壊に対する対策として、最も効果をあげているのが南島で

の適正利用ルールである。一日あたりの最大利用者数を 100 人、最大利用時間を

2 時間に制限。東京都、小笠原村から認証を受けた自然ガイドの同行 (ガイド 1 人

につき利用者数の上限 15 人 )が条件。入島禁止期間の存在。といったオーバーユ

ースを防ぐための厳格なものである。最も現地住民および観光客の多い父島では、

自然公園法による樹木の伐採、土石の採取、指定動植物の捕獲・採取の規制が存

在し、また遺産区域内におけるツアーにおいてはガイド同行を呼び掛けている。

他にも「小笠原カントリーコード‐自然と共生するための 10 か条‐」という自

主ルールを設定するなど、環境に負荷をかけない適切な利用を呼び掛けている。7

しかし、南島のようにオーバーユースを防ぐための厳格な入島制限などは存在し

ておらず、観光客増加による悪影響が懸念されている。  

 また、交通アクセスが東京から約 25.5 時間かかる定期船のみであることも問題

点であるといえる。これについては次章で述べる。  

 

 

1.4 観光客  

                                                 
6 鈴木 晃志郎「世界遺産登録に向けた小笠原の自然環境の現状」 (2009) 
7 詳しくは小笠原村役場発行「小笠原ルールブック」を参照  

図 1.5 外来種のグリーンアノール  

筆者撮影  
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 観光業は小笠原村にとって主要産業の一つであり、積極的な取り組みがおこな

われている。平成 12 年以降、上述のように優れた自然環境を有する小笠原諸島

では豊かな自然を維持しつつ観光振興を図るといったエコツーリズムを観光振興

の基本方針として位置づけている。小笠原諸島観光振興計画ではそのエコツーリ

ズムを「かけがえのない小笠原の自然をまもりながら、旅行者がその自然と自然

にはぐくまれた歴史文化に親しみ、小笠原の島民が豊かに暮らせる島づくりであ

り、小笠原村の基本理念の一つである“自然との共生”及び“世界のモデル＜交

流アイランド＞”の実現を目指すこと」と明記している。それ以前も、昭和 63

年に日本で初めて実施した「ホエールウォッチング」を観光事業として定着させ

てきたことや、その過程の中で、クジラの生息環境を守り、観光利用のルールも

導入され、実際には早い時期から実践的なエコツーリズムの取り組みが始められ

ている。  

 このような取り組みの結果、観光メニューの開発・多様化が図られており、平

成 10 年をピークに一時減少傾向にあった観光客も、平成 15 年を境に回復傾向を

みせており、今回の世界遺産登録により今後も増加が期待されている。また、一

人当たりの観光消費額は 5~7 万円で推移しており、増加傾向にある。 8 

 

 

 

 

 

 

 観光客の特徴としては、20・30 代の若者が多く、24 歳から 40 歳で観光客全体

の約半数を占めている。旅行動機は自然環境の美しさ、ダイビングや海での活動

                                                 
8 国土交通省「小笠原諸島振興のあり方」（平成 21 年 3 月）  

図表 1.6 観光客の推移  

出典：東京都産業労働局観光部振興課資料  

「小笠原諸島における経済構造及び自立化

調査報告書」 (平成 17) 
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などが多く、自然風景を見て楽しむだけではなく、自然の中での活動を期待して

訪れる観光客が多いといえる。(図表 1.7)また、約 9 割もの観光客が再訪を希望し

ており、実際に観光客の約 30％が小笠原に訪れるのは 2 回目以上で、リピーター

が非常に多いのが特徴である。 (図表 1.8) 

 小笠原観光が抱える問題について、生態系の管理、観光客収容施設の整備など

諸々の課題があるが、渡航経験者の多くが船舶のみという交通アクセスに関する

不満を挙げていることから、アクセスの向上を図ることが観光の振興に不可欠で

あるといえる。交通アクセスについては次章で詳しく述べる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二章 交通アクセス問題  

 

図表 1.7 小笠原の魅力に関するアンケート結果  

出典：国土交通省「小笠原における観光を中心とする産業

活性化・経済自立化調査報告書」 (平成 20) 

図表 1.8 再訪意向に関するアンケート結果  

出典：東京都「東京都自然ガイドに係るモニタ

ー調査結果報告書」 (平成 17 年及び 18 年 ) 
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2.1 歴史  

 1968 年 6 月、小笠原諸島が日本に返還された後、本土との間の公共交通機関は

現在に至るまで小笠原開運が運航する船舶のみである。その歴史を簡単に紹介す

る。1968 年日本郵船、東海汽船の両社が運輸省と東京都に対し、小笠原航路再開

の意思表示を行い、両社で新会社設立を合意｡1969 年小笠原海運株式会社設立。

「椿丸」、「黒潮丸」、「あじさい丸」などが就航｡ 1971 年父島営業所開設｡1972 年

国及び都から補助を受け、「椿丸」を定期用船として東京／父島航路営業開始｡片

道 44 時間を要する｡ 1973 年「椿丸」の代船として「父島丸」(定員 343 名 )就航｡

片道 38 時間に短縮｡ 1979 年「旧おがさわら丸」 (定員 1041 名 )竣工｡片道 28 時

間に短縮｡1997 年新造船就航、「おがさわら丸」 (定員 1031 名 )と名づける｡片道

25 時間半に短縮し、現在に至る。 9 

 

 現在も「おがさわら丸」が父島と東京・竹芝桟橋との間に概ね 6 日に 1 便往復

している。従って観光客は最低 3 泊 6 日の滞在を強いられることとなる。夏のピ

ーク時には 4 日に一便往復しているが、一隻しかないため、これが本土とのアク

セスへの限界となっている。ただし、例外として「第二十八共勝丸」 (定員 9 名 )

が貨物船として往来している。所要時間は 45 時間程度で、主たる貨物としてガ

ソリンやプロパンガスなどの危険物（旅客船には法令により危険物を積載するこ

とができない）や建設資材などの重量物や食料品・日用雑貨などを島に運び、島

からは空き缶や空きペットボトル、廃車などの廃棄物を本土に運んでいる。また、

急病人および東京都知事や閣僚など要人の搬送を目的とする場合に限り、海上自

衛隊岩国基地所属の飛行艇（US-1A）が父島に飛来することがある。  

 「おがさわら丸」によって所要時間は約 25.5 時間まで短縮されたものの、空港

                                                 
9 小笠原海運株式会社 HP(http://www.ogasawarakaiun.co.jp/company/) 

図 2.1 おがさわら丸  

出典：Wikipedia 
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のない父島列島には以前から民間航空路線開設の要望がある。 2008 年に村民

1899 人に対して都と小笠原村が共同でおこなった小笠原航空路協議会のアンケ

ート結果によると、「必要である」 (48.39%)、「条件付きで必要である」 (22.26%)

は「必要でない」 (19.97%)を大きく上回っている。  

小笠原諸島の返還以降、空港建設をはじめとする交通アクセス改善の方法が模

索されており、1972 年以降調査がすすめられた。1989 年、東京都・国土庁・運

輸省・全日本空輸株式会社から構成される「小笠原空港問題検討調査会」が発足

され、兄島に滑走路 1600m 級の空港を建設することが仮決定された。しかし、

父島とのアクセス手段が新たに必要となることや、水の少ない兄島は開拓以降も

人為干渉が少なく小笠原の植生の中でもっとも固有植物の多い乾性低木林が今も

島を広く覆っていることを理由に環境省から反対を受け、兄島の空港建設を断念

した。  

 その後候補地を再検討するために、都は専門家による委員会を設け、自然環境

保全上の観点から空港立地上の各地域の適性の評価と配慮すべき事項の洗い出し

を行う。この段階で初めて自然環境への考慮にいれることとなった。その結果

1998 年、小笠原空港の建設場所を父島南東部の時雨山周辺とする滑走路 1.500m

級の空港建設を正式決定した。しかし、事業費が 1.000 億以上かかることや自然

環境への影響などから、2001 年に石原都知事が計画を白紙撤回した。  

 空港建設という視点を切り替え、次に候補とあがったのが高速船テクノスーパ

ーライナー (以降 TSL)の導入である。空港を建設するのではなく、高速船を導入

し、船舶の性能向上を目指したのである。「SUPER LINER OGASAWARA」(定員

742 名 )と命名された TSL は片道 25.5 時間かかるところを約 16.5 時間に短縮す

ることに成功した。また「おがさわら丸」との併用により、便数も大幅に増える

ことにより本土との往来が活発になることが期待され、東京都や国土交通省は島

側に受け入れ態勢を整えるように求めた。計画では、国からの補助を受けて小笠

原海運が運航する予定であったが、原油価格高沸の影響・「おがさわら丸」と比べ

て約 4 倍の運航費用がかかることから採算が見込めず、支援を予定していた東京

都が計画から撤退。それに続き国土交通省も撤退したことから小笠原海運は公的

支援を受けられないこととなった。そのため TSL を拒否し、導入計画は白紙とな

った。なお、この船は 2011 年 3 月の震災時に支援活動として使用された以外は

放置されたままで問題視されている。 10 

 

2.2  父島洲崎空港建設案  

                                                 
10 日経工業新聞 (2011 年 05 月 03 日 ) 
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 TSL の断念をうけ、2006 年 3 月 15 日、東京都は予算特別委員会において再び

空港建設を検討することを明らかにした。それは父島の洲崎という地に第三種空

港 (東京都が管理 )を建設するというものである。さらに同年 9 月 14 日、小笠原諸

島振興開発計画を大幅に見直し、定期航空路建設を明記し、具体的な実施手順を

盛り込むことを決定した。洲崎には旧日本軍が建設した飛行場の跡地があり、現

在は自動車教習所として利用されている。なお、該当地区は自然遺産区域外であ

るため、その開発が規制されるということはない。その長さは 6~700m であり、

これにさらに羽田空港 D 滑走路にも用いられた「桟橋式滑走路」を併用し、

1200~1500m 級の滑走路を有する空港を想定している。利用可能な航空機は、リ

ージョナルジェットという定員 4,50 人の小型ジェット機である。東京－小笠原の

距離 (約 1,050km)は東京－鹿児島 (約 950m)の距離とほぼ等しいことを考えると、

飛行時間は 2~3 時間程度のものと思われる。現在の 10 分の 1 の時間で小笠原に

アクセスすることができるうえ、宿泊日数も制限されることがなくなる。この構

想が現実のものとなるのか、具体的な空港の規模などの詳細は不透明だが、2008

年には協議会を設置し、PI(Public Involvement)活動を実施して村民の声を聞く

など、最も可能性の高い空港建設案だといえる。  

 

 

 

第三章 問題意識と分析内容  

 

3.1 問題意識  

 第一章で小笠原諸島の豊かな自然環境、それに伴う観光産業について述べた。

そして第二章では観光産業・地元住民が改善を求める交通アクセスの歴史、現状

を述べた。ここではそれを踏まえた上での筆者が考える問題意識を述べる。それ

は 「交通アクセスの改善が、小笠原諸島への観光客数の増減にどう影響をもた

らすのか」ということである。  

図 2.2 

小型ジェット機ボンバルディア

CRJ100 

出典：Wikipedia 
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 空港建設によって小笠原にもたらされると想定されているメリットは大きく二

つある。島民の生活の利便性向上と観光客増加である。ここでは後者の観光客増

加について焦点をあてる。航空路が開拓されると、東京からの移動時間は約 2.5

時間と、従来の約十分の一に短縮することができる。一章の四節でみたように、

観光客は従来の船舶のみという交通アクセスの悪さに不満を持っているため、航

空路の開拓はその不満を解消し、結果的に観光客の増加が見込まれるというのが

一般的見解であろう。  

 しかし、ここで注意しなければならないことが二点ある。一点目は観光客の時

間に対する価値観の変化である。現在は船舶で 25 時間かけてアクセスする手段

が「当たり前」となっている。しかし、航空路の開拓は観光客に「数時間で行け

る」という別の選択肢を与えることになる。「当たり前」だった長時間移動に代替

する、より便利な交通手段の登場によって観光客にどのような意識変化が起こる

だろうか。時間だけを考慮するならば、航空路を利用すれば数時間で行けるにも

関わらず、わざわざ 25 時間かけて船舶を利用とするのは合理的でないし、移動

に伴う苦痛は航空路導入前に比べて相対的に大きくなるであろう。つまり、観光

客の時間に対する価値感がシビアになり、航空路への需要に偏り、船舶への需要

が大幅に減少するのではないだろうか。新しい便利なものが登場したことによっ

て、今まで「当たり前」だったものの需要が大きく減少すること可能性は大いに

ある。例えば電話を考えてみる。携帯電話が導入される前、公衆電話を利用する

ことは日常的でありテレホンカードを持ち歩くことは「当たり前」であった。し

かし携帯電話という新しい便利なものが普及した今日、相対的に不便となった公

衆電話を利用する者は大幅に減り、テレホンカードを持っていない人がほとんど

であろう。航空路の登場がこれと同じことをもたらす可能性は無視できないので

はないだろうか。  

 二点目は、供給量の違いである。船舶は移動時間が長いが、一回の輸送量は大

きい。しかし飛行機は移動時間が短いものの、一回の輸送量は小さい。また、二

章で述べたように、土地の問題上空港の規模は小規模なものとなるであろう。さ

らに環境への影響や地元住民の生活を考えると一日の発着枠を極端に増やすこと

は非現実的であろう。従って、航空路の供給量は船舶と比べて小さくなる可能性

が高い。  

 この両点を考えると、需要は航空路に偏り、船舶への需要は減少する。しかし

航空路の供給量がそれに追い付かない。従ってトータルで考えたとき、観光客数

が必ずしも増加するとは言えない。生活水準の向上・観光の活性化に大きく貢献

すると考えられている交通手段の改善が、かえって観光客の減少につながり、本

末転倒な事態が起きる可能性があるのではないだろうか。これが筆者の問題意識
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である。もちろん時間の概念だけでなく、船旅という非日常的な体験を好む観光

客もいるであろう。そのあたりも考慮して、「空港建設のジレンマ」が発生するの

かどうか分析をおこなっていく。  

 

3.2 分析内容  

 以上のような問題意識を考察するために Excel を利用した動学的シミュレーシ

ョン分析をおこなう。  

 観光客は小笠原に行く便益と費用を考慮して便益の方が大きいならば小笠原に

行くことを決心する。また、一章で述べたように、小笠原に来訪する観光客の特

徴として「再訪要望が高いこと」「リピーター客が多いこと」が挙げられるため、

「一回行くか行かないか」の静学的な分析ではなく、「二回目三回目…も行くのか」

という、リピーター行動に焦点をあてた動学的な分析とする。  

 便益は、小笠原滞在から得られる効用と、船旅という非日常的な体験から得ら

れる効用の二つとする。前者は交通手段に関わらず一定であり、二回目三回目に

なるにつれてその大きさは減少していく。後者は船舶を利用した時のみに得られ

る効用である。これは船旅という非日常的な経験による効用なので、二回目三回

目の減少率はより大きいものとする。  

 費用は、交通チケットの費用、移動時間の機会費用、チケット取得費用、優劣

感の四つとする。移動時間の機会費用は航空路導入後は相対的に大きくなるもの

とする。これは 3.1 問題意識で述べた一点目の「時間に対する価値感の上昇」を

意識したものである。チケット取得費用とはチケットの取りづらさのことである。

船舶のチケットの取得費用は無視できるが、航空路チケットの場合は需要に比べ

て供給量が小さくなる可能性があるために発生する。これは 3.1 問題意識で述べ

た二点目の「供給量の違い」を意識したものである。最後の優劣感とは、航空路

導入後に船舶を利用する場合、「航空路を利用すれば時間を無駄にせずに済んだの

に」といった精神的な苦痛のことである。航空路を利用する場合、その逆の精神

的優越感のことであり、負の費用すなわち効用として考えることができる。その

大きさの絶対値は前者の方が大きいものとする。これは観光客にとって航空路の

移動時間が「当たり前」となっていくと予想されるからである。  

 この便益費用の大小関係の動学的なシミュレーションをおこない、航空路導入

前後で観光客がどのように変化するのか、様々な要素パラメーターがその変化に

どのような影響を与えるのか、といったことを考察していく。  

 

 

第四章 シミュレーション分析  
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4.1 定義  

はじめに便益を定義する。  

便益  

小笠原諸島滞在による効用を U、船旅から得られる効用をＳとして定数として扱

う。ここで、観光の目的は島の観光なので  

U>S 

とする。また一回目の観光を t=0 とし、二回目三回目…を t=1,2…とする。回数

が増えるにつれて、効用は下がっていく。その減少率をδ (0≦δ≦1)とすると割

引因子ρは  

δ


1

1
  

で求めることができる。これを利用して t 期の小笠原滞在効用は  

 

UU t

t ρ  

ｔ期の船旅から得られる効用を  

SS t

t

2ρ  

とする。Ｓについて 2t 乗しているのは、船旅の効用は、回数を重ねるときの減少

具合が滞在効用より大きいことを示している。  

従って、  

t 期の船舶利用時の効用＝ SU tt 2ρρ   

  t 期の航空路利用時の効用＝ Utρ      

となる。ここで注意したいのは、効用に関しては航空路導入の影響をうけない点

である。次に費用を定義する。  

 

費用  

費用は交通チケット価格、移動時間の機会費用、チケット取得費用、優劣感の

四つに分類する。滞在中の費用については、交通手段に関わらず一定かつ分析内

容が便益と費用の大小関係なので無視できるものとする。仮に定数で定義しても

結果に影響は与えない。  

交通チケット価格は所与のものとして扱い、船舶の価格を Ps, 航空路の価格を

Pp とする。  
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移動時間の機会費用については個人の単位時間に対する時間的価値をｗ、船舶

の移動時間を Ts.航空路の移動時間を Tp とすると、船舶、航空路それぞれ  

（導入前）
wTs

,
wTp  

で表すことができる。ここでｗは個人の時間に対する価値感で時期に関わらず、

0 から無限大まで一様に分布しているとする。これは、時間に余裕がある学生な

どは w が小さく、時間に余裕がない社会人などは w が大きいと考えられ、その分

布の様子は均質である。航空路導入後は 3.2 で述べたようにこの移動時間の機会

費用が相対的にシビアになるため、大きくなる。その変化を、相対変化係数α (α

≧1)を用いて  

（導入後） wTs
、

wTp
 

と表す。  

観光客は便益≧費用のときに小笠原に行くが、 t 期の便益＝費用となるときの w

を、船舶利用時、航空路利用時それぞれ
*

)(tsw 、
*

)(tpw とすると、  

0≦ )(tsw ≦
*

)(tsw  

0≦ )(tpw ≦
*

)(tpw  

の時間的価値感を持つ人が観光に訪れ（式展開については後述）、
*w
より大きい

時間的価値感を持つ者は、費用が便益を上回るので観光に訪れないといえる。そ

の分布は一様と仮定しているので、
*

)(tsw 、
*

)(tpw をｔ期の観光客数として扱うこと

ができる。ここで注意したいのは、導入前は交通手段が船舶のみなので、  

（航空路導入前）  

観光客数*

)(tsw
 

となるが、導入後は船舶と航空路利用の二つが考えられる。そのため、  

（航空路導入後）  

*

)(

*

)( tpts ww 
 ならば、

観光客数*

)(tsw
 

*

)(

*

)( tstp ww 
 ならば、

＝観光客数*

)(tpw
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となる。これは例えば
*

)(tsw
が 50, 

*

)(tpw
が 80 の場合、0≦w≦50 の時間的価値感

を持つ人は船舶か航空路のどちらか純便益が高くなる方を選択し、50＜w≦80 の

時間的価値感を持つ人は航空路を選択するといえるからである。50 + 80 =130 を

観光客数としない理由は 0≦w≦50 の範囲を二重にカウントしてしまい、時間的

価値感の一様分布仮定と矛盾してしまうからである。  

 上記のように航空路導入後の観光客数は場合分けが必要となるため、以下では

簡略化のために  

（航空路導入前）
観光客数*

)(0 tw
 

（航空路導入後）
観光客数*

)(1 tw
 

とすることとする。  

 チケット取得費用（チケットの取りづらさ）について定義する。これはチケッ

ト取得確率θを用いて  

―Log(θ ) (0≦θ≦1) 

とする。取得確率θが小さくなるほど、取得費用は大きくなり、無限大に近付く。

θ＝１のときは取得費用は０である。ここで船舶のチケット取得費用については、

常に０とする。つまり s ＝１で一定とする。これは船舶の供給量の大きさからき

ている。航空路の取得確率は供給量が小さいことから常に“取りづらさ”がある

ものとし、それは前期の需要量に依存するものとする。前期の観光客のうち航空

路利用者が占める割合が高いほど、次期のチケット取得競争が激しくなるので取

得費用が大きくなると考えられる。そこでｔ期の取得確率 )(tp を  

*

)1(1

*

)1(

)()(






t

ts

optp
w

w
  

とする。 )(op は初期取得確率で所与のものとする。この式が意味するのは、

*

)1(

*

)1(1   tpt ww の時、前期の航空路の観光客数が船舶に比べて大きい（
*

)1(

*

)1(1   tst ww

の値が大きい）ほど、今期の航空路チケットの取得確率が小さくなり、

*

)1(

*

)1(1   tst ww の時、航空路に対する需要は過熱していないので、取得確率は初期
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取得確率と同じということである。  

 最後に優劣感を定義する。二つの交通手段の平均時間を T とし、その平均時間

との差に依存するものとする。  

船舶利用の劣等感＝ )( TTs   

航空路利用の優越感＝ )( TTp   

β、γは係数で、3.2 で述べたように劣等感の方が大きいため、β＞γとする。

劣等感は正の値をとるが、優越感は負の値となるので、負の費用すなわち効用と

考えることもできる。  

 以上をまとめると、  

（航空路導入前の t 期の船舶利用条件）  

)log(2

ssss

tt TwPSU    

↓  

s

s

tt

s
T

sPSU
w

 log2
* 
  

 

（航空路導入後の t 期の船舶利用条件）  

)()log(2 TTTwPSU sssss

tt    

↓  

s

ss

tt

s
T

TTsPSU
w



 )(log2

* 
  

 

（航空路導入後の t 期の航空路利用条件）  

)()log(
*

)1(1

*

)1(

)0( TT
w

w
TwPU p

t

ts

pppp

t 



  

↓  

p

p

t

ts

pp

t

p
T

TT
w

w
PU

w


 )()log(
*

)1(1

*

)1(

)0(

*
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 分析対象は航空路導入による観光客の増減具合なので、導入前の観光客数
*

)(0 tw

と導入後の観光客数
*

)(1 tw
を観察すればよい。t 期の航空路導入前後での観光客数増

加率を tr とすると、  

*

)(0

*

)(1

t

t

t
w

w
r 

 

これが 1 より大きい時、航空路導入により観光客数は増加し、１より小さい時に

減少しているといえる。  

 

4.2 シミュレーション分析  

以上を用いて、Excel を利用したシミュレーション分析をおこなう。  

はじめに設定したパラメーターは以下の通りである。4.1 で定義した条件を満た

すように設定している。考察したいのは変動の様子なのでパラメーターの大きさ

の値は重要ではない。また、初期設定では、Ps=Pp としている。  

U : 滞在効用  

S : 船旅効用  

δ  : 割引率  

ρ  : 割引因子  

Ps : 船舶チケット価格  

Pp : 航空路チケット価格  

Ts : 船舶所要時間  

Tp : 航空路所要時間  

w : 単位時間における時間的価値  

w* : 便益費用均衡時の時間的価値（＝観光客数）  

α  : 航空路導入による時間的価値の相対変化係数  

θ s : 船舶チケット取得確率（=1）  

θp(0) : 航空路チケットの初期取得確率  

β  : 劣等感係数  

γ  : 優越感係数  
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その結果は以下のようになった。  

 

ここで注意したいのは w*≧0 となるように、w*の計算結果が負の値のときは

自動的に 0 をとるように設定している点である。そのため計算結果が 0 になった

後（ t=13 以降）は数式エラーが表示されている。また、重要なのは航空路導入前

後の増加率を表すｒの変動の様子であり、その大きさではないことに注意したい。

このｒの変動の様子をグラフ化する。横軸を再訪回数ｔ、縦軸を増加率ｒとする

と  
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このように増加率はわずかに上昇したのち、急下降して減少へと転じて t=13 以

降は 0 に収まった。繰り返しではあるが、この t=13 という数字に意味はなく、

重要なのは上昇したのちに下降して減少へと転じるという変化の様子である。リ

ピーター行動に焦点を当てた場合、航空路導入によってはじめのうちは観光客数

は増加するが、次第に導入効果は薄れていき、最終的には導入前に比べてリピー

ター数が減少するという逆転現象が起きてしまっている。  

 当然、観光客はリピーター客だけではないので必ず観光客が減少するとはいえ

ない。しかし例えばこのグラフの頂点が極端に左によっているとする。その場合

はすぐに増加率ｒは１以下へと転じてしまうため、リピーターが極端に少ない事

態が起こりえる。リピーターの少ない観光地が新規観光者だけを頼りに持続的に

発展していくのは難しいだろう。便利な交通手段の導入が本末転倒な事態をひき

おこすのである。逆にグラフの頂点を右にもっていくことができるならば、より

多くのリピーターをより長期的に確保することができるので、新規観光者と合わ

せて、観光業の持続的な発展が見込まれる。  

 ここからは、パラメーターを動かした時に山の頂点がどう変化していくかをみ

ていく。ここでは時間的価値の相対的変化係数α、割引率δ、価格 P に注目する。

αは筆者の問題意識の、「当たり前」だったものが代替手段の登場によって不便な

ものとなり、時間に対してシビアになるという考えを表しているパラメーターな

ので様子を考察したい。割引率と価格については、現実的に最も変化させやすい

ものだと思われる。割引率は旅の効用の薄れ具合を表している。島の創意工夫で、

リピーターでも新たな旅の喜びを得られるようにすることで割引率を下げること

ができるであろう。また価格についても、観光業の活性化につながるのであれば

東京都などの行政からの補助金によって価格が下がる可能性があるし（もちろん

その費用と効果を検証する必要があるが）、逆に自然環境保護の立場から環境税の

ような負担が課せられて価格が上昇する可能性もある。従ってこの三つのパラメ

ーターについて変化をみていく。  

t 
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(ⅰ ) αの変動  

さきほどのパラメーターのうち、αのみを変動させた結果は以下のグラフのよう

になった。  

 

 

山の頂点のＸ軸の値は変わらないが、αが小さいほどその頂点は高いものとなる

ことがわかった。減少するタイミングは変わらないものの、αが小さいほど増加

率は高くリピーター数を多く確保できる。しかし、αは時間的価値の相対的変化

の係数である。航空路の登場により移動時間を十分の一という大幅な減少が見込

まれるので、時間に対する価値感は大きく変化するだろう。そうするとαを小さ

くすることは容易ではない。  

(ⅱ ) 割引率δの変動  

初期設定パラメーターのうち、δのみを動かすと以下のようになる。  

 

 

山の頂上のｙ軸の値は変わらないが、δが小さいほど右に移動することができる。

割引率が小さいということは、何回訪れても高い効用を維持できるということな
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ので右に移動するのは容易に想像ができる。しかし増加率の最大値はδに関わら

ず一定なので、δを下げることで一時的な過剰利用が発生してしまうということ

がない。これはオーバーユースを防ぎやすく、なおかつリピーター確保が可能な

のでδを下げる努力は非常に有効であることがわかる。  

(ⅲ ) 価格の変動  

価格パラメーターのみを動かすと以下のようになる。  

 

 

これは航空路のチケット価格が船舶と比べて小さくなるほど、山の頂上は右上に

変動することを示している。航空路チケットが安いほど、長期的なリピーター確

保ができ、その増加率も高いものとなる。しかし安易に価格を下げるとｙ軸が上

昇するので、オーバーユースの可能性を注意しなくてはならないであろう。今回

の分析では航空路の供給の小ささを取得費用としてモデルに組み込んで、価格に

影響を与えないとしているが、現実的に考えると過熱需要は航空路チケットの価

格上昇をもたらす可能性が高い。航空会社が設定する金額が一定でも、オークシ

ョンなどの個人取引がおこなわれ、結局価格が上昇することもありえる。その場

合は航空路の価格を小さくすることは難しいであろう。もちろん相対的大小関係

なので、船舶の価格を高くすることでも同じ結果は得られる。しかし、航空路の

導入で船舶会社が苦戦を強いられることを考えると、船舶価格をあげるように誘

導することも難しいであろう。  

 

4.3 分析結果のまとめ、考察  

 分析の結果、リピーターに焦点を当てたとき、航空路の導入は導入前に比べて

観光客数の増加をもたらし、その増加傾向は認められた。しかしある時期に減少

傾向へと転じてしまい、観光客数の減少という本末転倒な事態を招く可能性があ

ることを示すことができた。しかしその時期や増加率はパラメーターの値によっ
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て移動させることができる。時間的価値の相対的変化係数αが下がると、増加率

を上がる。旅の効用の割引率δを下げると、増加傾向の期間を延ばすことができ

る。航空路の運賃を船舶に比べて小さくすることで、増加率、増加期間の両方を

大きくすることができる。そのなかでも最も有効かつ現実的なのは割引率を下げ

る方法であろう。航空路導入で小笠原諸島が「近い」存在になると、新規観光客

の増加をもたらす。注意しなければならないのは、新規観光客ばかりに注目して

宿泊施設の増設といったことに力を注ぎ、観光内容の価値の向上を怠ることであ

る。観光自体を充実させ、何回訪れても満足できるような創意工夫をして割引率

δを下げる努力をしなければ、リピーターは離れていってしまい、長期的に考え

ると観光産業が衰退していくであろう。従って 3.2 でも述べたように、生活水準

の向上・観光の活性化を理由に要望の声が高い空港建設が、長期的にみるとかえ

って小笠原の衰退を導いてしまう…「空港建設のジレンマ」が発生してしまうの

である。  

 そしてこれは小笠原に限った話ではないということを最後に付け加えておきた

い。今回のジレンマのように「新しい便利なもの」の登場によって、当たり前で

あった従来のものの価値が相対的に下がってしまう。そしてその「新しい便利な

もの」には限界がある時、結果的にマイナスの効果を及ぼしてしまう可能性はあ

らゆる場合に考えられる。例えばある観光地を考えてみよう。そこには何かしら

の観光財があり、人々はそれを求めて訪れる。その観光地にドラマ、映画といっ

たメディアの影響で注目が集まるとする。そうすると「ブーム」が発生し、多く

の観光客が集まる。そこでは従来の観光財からの効用に加えて「ブームにのる」

ことが観光客の効用として表れるだろう。しかし「ブーム」は一時的なものであ

るという限界を持っている。その時期を過ぎると「時代遅れなもの」というマイ

ナスの認識に変わる可能性がある。「ブーム」は従来の観光財に一時的なプラスの

効果をもたらすが、それを過ぎるとかえってマイナスの効果をもたらし、観光客

の足を遠ざける可能性も含んでいる。  

恩恵を受けることを期待していたものによって、このようなジレンマに陥る危

険性を理解し、長期的な視野を持つことが重要である。  

  

 

5 章 終わりに  

 

 大沼あゆみ研究会で過ごした二年間、様々な経験をしました。新聞発表、教科

書発表、合宿、インゼミ…当時は辛いと感じたこともありましたが、どれを思い

出しても仲間や教授方の笑顔、励ましが浮かび、自然と自分への自信を持つこと
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ができます。社会に出る前の最後の学生生活を、このような素晴らしい環境で過

ごせたことを、嬉しく思うと同時に誇りに感じています。  

 改めて大沼先生、澤田さん、有野さん、大変お世話になりました。心からお礼

を申し上げますと同時に、これからもご指導・ご鞭撻の程よろしくお願いいたし

ます。  
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