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[192J Jl!J:林業問題研究(第 170号・ 2008年6月)

水産エコラベル認証制度導入の初期段階における泊費者評価

一情報量による消費者意識変化

1. はじめに

水産資源の乱獲や柿渇が危倶されている. FAOの

1111:界漁業・養殖業白書 (2006)Jによると，佐界の

主要なi毎回漁業資源のうち 76%が， これ以上の漁

獲は水産資源の枯渇をj沼くと警告している.持続的

漁業のためには資源管理の強化が重要になってきて

いるが，漁獲規制や資源枯渇のおそれのある水産物

への関税などの予段だけではもはや問題解決できな

くなってきている

そこで注目されるのが，供給側の水産資源管理型

漁業への取組みに対し，需姿側からこれを支援する

fエコラベル認校制度Jである.現在，国際的な漁

業認証11;1]皮として，天然魚を対象とした MSC(Marine 

Stewardship CounciJ)によるエコラベル認証がある.

MSCの認証制度には， トレーサピリティーを保証

するために漁業者だけでなく，流通・加工業者も

COC (Chain of Custody)認証をとる必要があるの

が特徴である. 2000年に最初jの漁業認証が発行さ

れて以来，認誌を取得した漁業の数は拡大している.

2007年 4月現在， 1校界全体で9カ国 22の漁業が認

誌をうけている.認証対象となる漁業の規模や種類

はさまざまである. 2006年には， 役界最大の小売

業であるアメリカの Wal拘Mart社が北米市場におい

て， 5年以内に天然、の水産物について MSCの認証

製品のみを取り扱うと宣言したのを始め，イギリス

のスーパー・マーケット IASDAJなども同様の取

組を発表している しかし，日本ではまだ認誌をう

けナこ漁業はなく，海外の認証水産物を 2006年から

一部の大手小売業で取り扱いを始めた段階で、あり，

まだ一般消費者の認知は低い. MSC認証の普及は

英米が先行していると言える.

だが， 日本は水産物消費大国であり，水産資源の

持続的利用を可能にするためにも，消2若者に対して，

MSC漁業管理認証水産物の購入を促す方策の検討
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が急、がれている.

松島華恵(筑波大学大学院)

永木正和(筑波大学)

そこで本研究は， 日本において， 1)資源管理に

配慮した漁業に対して，消費者がどの程度の価値評

倒iをするかを，マグロを対象にして評価額を計測す

ること， 2) 今後，消費者による MSC漁業管理認

証水産物の選択を促進するための手段として，情報

提供量を高めることがどれほどに有効かを検証する

ことを研究白的とする.

これまで，食品に関する治費者の WTP(支払意

思額)の評価では，表明選好法である CVMやコン

ジョイント分析を用いた研究がよく行われている.

その中でも段資産物てと対象とし，情報提供や各種認

証に対する消費者評価についての既存研究として

は，牛乳を対象として HACCPラベルへの評価と栄

養・安全性情報の効果についても検討した細野口]，

HACCPに加えて，生産段階における環境対策認証

表示への泌費者評価を明らかにした岩本等が

挙げられる.

また，海外では環境認証された水産物に対する消

費者選好の研究として Johnstonet al. があるが，

日本において MSC認証を対象とし消費者が環境

に配慮した水産物にどれだけ悩値評価するかという

点についての計量評価手法による研究はまだなされ

てない.また，一般的に食品の消費者罰備の研究は，

f安全性」に関するものが多いが，今自の MSC認

証ヱコラベルの評価は資源管理に対するものであ

る.つまり， 自分や家族の健康といった直接的な利

害にかかわる問題ではなく，また身近な生活留の環

境問題でもない.資源管理，あるいは持続的な産業

活動に対する配慮である.評価者にとっては間接的

な利害であり，相対的に問題認識の深くなり難い事

項に関する評価である

マグロにはアンケート実施時点で， MSC認証を

うけた漁業はなかったが， 2007年 9月にマグロ類
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としては初めて米国ピンナガ漁業協会 (AAFA) が

漁獲するビンナガがMSC認証を取得し，近い将来，

El本の消費者が MSCラベルのついたマグロ製品を

購買することが可能になること，そして日本はi玄界

のマグロの約3分の 1を消費するtI:t界ーの消費国で

あり，かつ枯渇も危慎されていること等から，マグ

ロを今回の研究対象財として採用した.

2.分析方法

(1)分析方法

1=1本では MSC漁業管理認証について，現段階で

はあまり浸透しておらず，またマグロは，調査時点

において認証漁業がなく，市場に出回っていないた

め，分析手法として，仮想状況下の怠怒決定を分析

する選択実験型コンジョイント分析法を採用した

(2) ，情報内容及び水準・属性の設定

調査票では， 3段階 (3種類)の MSC漁業管理!認

託水産物に関する説明を用意し， IEi]答をお願いする

前にそのどれかの情報を提供した.情報提供設によっ

て評価額が高まるであろうという仮説に慕づく.提

供情報は， I) MSC 漁業{~;理認託水産物の説明]とそ

の背景問題の説明， II)前者に加えて， MSC 

型II認証を受けるための漁獲法等の説明，盗)前者十こ

加えて，消費者がMSCエコラベル製I引を購入するこ

とによる水産資源管理への効果の説明である.なお，

それぞれ情報提供設の少ない調査察から!般に， r調査

楽 1j， r調査票狂j，r調査票盗Jとする 1)

表 lに，メパチマグロ(赤身・ 100g) を構成す

る商品としての特徴(属性および水準)を示す. }I活

性は， rMSCエコラベノレ表示の有無j，f原産地j，rメ

パチマグロ(赤身・ 100g当たり)の価格」の 3つ

を設けた fMSCエコラベル表示の有無jは rMSC

エコラベル表示有j，その他を iMSCエコラベル表

示無j とした. r涼産地jは， r近海産J，その他を?遠

表1.メパチマグロ(赤身・ 100g)の属性及ひ小水準

属性

MSCエコラベノレ表示

原産地

価格(100g当たり，内)

7](i:¥I占

有，無

近海産，遠洋足立

MSCエコラベル表示お

318， 348， 378， 408， 438 
MSCエコラベノレ表示者、〔

298， 328， 358， 388， 418 

(193) 

洋主主」とした. rメパチマグロ(赤身・100g当たり)

の価格」は調査対象地域でのマグロJr5頭価格，およ

びプレテストの回答結果を踏まえて， MSCラベノレ

有のマグロの最低価格を 318円， MSCラベル無の

マグロの最低価格を 298円にそれぞれ設定した.

(3)選択肢集合の設計

回答様式は，図 1に示すように「どちらも購入し

ないJを含む 3つの選択肢から出答者に選択を求め

た.なお， 2つの 7種類(水産ヱコラベル表示)J

は提示順序が固定されており， どの選択実験におい

ても選択肢ごと同一である.

表 2に，全質問で提示された MSCラベル有のマ

グロと MSCラベル無のマグロの属性水準の組み合

わせ(全選択肢集合)を示す.選択肢集合の設苦hこは，

1高潔で以下の 2r重類のマグ口(赤身・刺身用)が

7f:.られていたとしたら，あなたはどれな終入しますかー

立よこ互選!Vl立主番号 lこO告げすけて下さい

( rどちらも総入しないj そ選択することもできます)

表示 表示なし どちらも

あり 終入

近海産 遠洋室霊 しない

438河 388円

1 2 3 

図 1 鵠査漢の例

表 2. 全選択肢集合 (rどちらも購入しないjを除く)

質問]第 l選択肢:MSCエコラ ~t 2選択IJ支・ MSCエコラ
ベノレ表示有のマグ口 ベノレ表示i!lf，のマグロ

逮rl産 438 l 送出i1E 388 

2 近海i1E 348 j傘下下政2 328 

3 近海産 408 遠洋品f 298 

4 迷洋j1if 408 i主j学gr( 358 

5 遠洋i!if 378 近海 328 

6 近海産 438 i玄i羊gif 418 

7 迷?芋jiif 318 i 近海渡 388 

8 I 遠山E 348 j 近海i1E 418 

9 ! 近海渓 318 ; 近海産 2自8

10 近海i1E 378 ; 近海産 358 
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Louviere et al. の方法に基づ、いた合崎・西村

の「データ解析環境RのAlgD巴signパッケージj の

全選択肢集合の作成方法を適用した 価格に対応す

る5水準系の要闘が 1っと，原産地に対応する 2水

準系の要因が 2つから構成される完全実施要間計画

を作成した. ここでは5水準系の要闘が 1っと 2水

準系の要閣が lつであることから， 5 x 2=10通り

が完全実施要因計画としての全組み合わせとなる

一般に，完全要由実施計画からの実験回数の削減は

変数間の相!廷をもたらすこと等から判断し実験回

数として 101i:Jすべてを採用した.従って，分析に用

いる観測値数は回収アンケートの 10倍となる

(4)分析モデル

マグロの選択行動に関するデータは選択笑験によ

り収集するため，分析モデルは確率効m:rm論に基づ

いた離散選択モデルとなる.個人hは， rどれも買

わない」を含めて提示された 3つの選択肢 iから，

それぞれ以下の効用 U
i
;， ~1{'} る

U.，=y，+E 11 • ih ' ~ih 

ただし九はマグロ属性により決定される確定

効用，f..
ih
は確率項である.

個人はもっとも尚い効用を得る選択紋 iを選択す

ると考えると， このとき，選択絞iが選ばれる織率

九は，すべての選択肢の集合を Cとするとき，

P戸 Prob{Vi;， +Ei;'> Vjh + Ejl，; for alljεC(;t)} (2) 

ここで，確率;項がロケーション・パラメータ 0，

スケール・パラメータ lの独立かつ|可ーのガンベル

分布に従うと仮定すれば，以ドの条件付きロジット・

モデ、ルが得られ，設尤法によりパラメータの推定{砲

を得ることができる.

九=exp(1I;;， )/LjEC exp(ち)

選択~~コンジョイント分析に用いた観測可能な効

用を決定するそデルで、の間接効用関数は(4)となる

11;;， = L"， sυ"X，川

戸はパラメータ，X聞は選択肢 iの選択肢固有定

数項 (ASC:Alternative Specific Constant) を含むマ

グロ属性変数で、ある X
Im

に含まれる変数は，原産

地の内容 (1近海 1，r遠洋産J0) を表すダミー

変数民マグロの価格属性を表す変数Pである.本

)
 

噌

agA(
 

研究ではラベル型を採用した，エコラベル認証が有・

無ごとに詞有な選択肢悶有属性モデルで、あり，この

モデ、ルで、は，選択肢ごとに製品が異なり，提示され

た属性(原産地と価格)だけでは当該商品の特徴の

すべてを表現できないため， ASCは明示的に取り

扱えなかったエコラベルへの評価を反映する.選択

肢 fどちらも購入しない」は，その観測可能な効用

にマグロ属性は該当しないため 0とする モデルの

適合皮の指標は，次式で表わされる McFaddenの自

由度修正済み決定係数 (adj-p2)を用いた

adj一ρ2=1ー[(L(s)-K)jL(O)] (5) 

ただし， L (0) は初期対数尤皮， L (戸)は最大

対数尤皮， Kはパラメータの数を表す.モデルの分

析には TSP4.5~用いた.

なお，後述するように，本研究で分析に供するデー

タは対面と郵送といった 2つの方法で収集してお

り，母集団は異なっていると考えた方がよいので，

2つの方法で得た標本データが共通の係数パラメー

タを持っと仮定できるかを検定する.収集方法を X

(対面)と y (郵送)の 2種類と仮定すれば，両方

のデータをブーノしして計測したときの最大対数尤皮

ClnLx叫)と，個別に計測したときの設大対数尤皮

の合計ClnLx+ lnLy)から計算される尤度比

LR=-2・[lnLx十
y-(lnLx+ lnLy)] (6) 

(3) 

が係数封t定値の数を自由度とするが分布に従うこ

とを利用した尤度比検定を実施する

(5)アンケート調査の概要

アンケート調査は茨城県つくば市の MSC認証水

産物を扱っているスーパー・マーケットでの応頭対

面調査と，対前iで郵送回答を承諾してくれた方によ

る郵送調査を 2007年 8月末から 9月に実施した.

広頭対面で情報 Iの調査票を 99名，情報Hの調査

票を 91名，情報監の調査票を 90名に行い，郵送は

対fliiで 1.日・班それぞれ 30人ずつに依頼した

郵送の回収率は， 60%， 76%， 83%であった.有効

[il]答はJ;lj頭・郵送回答でそれぞれ280名， 58名であっ

た.調査票別にみると，情報 Iが応頭・郵送回答計

で 113名，情報立では 113名，情報Eでは 112名で

あった.調査票 1部につき 10間ずつ質罰したため，

観測数は情報 Iのアンケートで 1，130，情報狂で 1，

130，情報Eで 1，120となった

(4) 

(194) 
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3. 結果と考察

(1)アンケート集計結果

アンケート調査で，まず MSCエコラベルの認知

について質問した. r知っていたj と回答した人は

10.6%であった.その内， r実際に商品を見たこと

があるJの割合は， 58.6%であり，また「購入した

ことがあるJと回答したのは 24.1%であった.認知

のきっかけとして， rテレビ・ラジオ，新関 雑誌J

が 51.6%，rデパート・スーパーの庖頭Jが 41.9%，

「クチコミ情報jが 6.5%，rデパートやスーパーの

狂PJ は 0%となった. ラベルの認知率 10.6%とい

うのは，現在の日本においてはむしろ少々高い割合

だが，調査地がラベル製品の取り扱いがあるスー

ノ《ーであることの影響が大きいと考える. しかし

ラベルを知っていても f購入したことがあるJと回

答したのは 4分の 1以下に留まり，知っているだけ

では購入まで結びつかないことが示された.

(2)対面・郵送データのプール可能性の検定結果

アンケート調査を対面・郵送と 2積類の方法で

行ったため，帰無仮説を「対面・郵送調査により得

られたデータは共通の係数推定値を持つJ，対立仮

説を「対部・郵送調査により得られたデータは共通

の係数推定{査を持たないJとして尤度比検定を行っ

た.表 3iこ尤度比検定結果を示す目

情報 Iのアンケートの回答者の内，対面調査の

データのみで計測した結果，最大対数尤度は

-844.79であった.同じく郵送調査のデータのみで

はー125.26であった.両訴査法のデータをプールし

たときの最大対数尤度は -975.413であったことか

表 3. 尤度比検定結果

rr 理

絞大対数尤E芝

対面調査 …844.79 -663.28 626.86 

郵送調査 -125.26 一190.1 …191.91 

対面・郵送統合 -975.41 …861.82 837.83 

検定統計ー主; 10.69 16.85 38.1 

自由度 8 6 6 

自由度 6のカイ二乗分布の
10.64 10.64 10.64 

10%臨海値

検定結果 reJect reJ巴ct reJect 

:主 1. rr，立Iは提供情報の種類
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ら，尤度比 LRは 10.69となる.情報Hのアンケー

トも時様に見ていくと尤度比 LRは 16.85，情報湿

のアンケートでは，尤度比LRは 38.1となった.各

モデノレとも推定すべき係数の数は 6であることから

自治度は 6となり，尤度比検定結果は，情報 1，情ー

報 II，情報Eともに 10%水準で棄却された.その

ため， r対面・郵送調査により得られたデータは共

通の係数推定f誌を持たない」として，対面調査を 1，

郵送調査を Oとした調査方法ダミーを分析モデルに

入れて計測を行った.

(3)計測結果のモデル適合度

計測モデルは，マグロの属性のみな説明変数とする

「主効果モデ、ノレjである モデル全体の適合度 adjーが

は，主効果モデノレで筒報 I調査票が 0.209，情報II調

査票が 0.303，情報瑚調査票が 0.321となった.この

値は 0.2~ 0.4以上であれば適合度は高いといわれて

おり，ヌド計測結果はこの基準を満たしている

(4)主効果モデルの計測結果

表 4に，主効果モデ、ルから各マグロ及び属性に対

表 4. 係数推定値

属性 主効果モデノレ

変数 アンケート エコラベノレ有無 主効果

3.57叩

II エコラベル有 5.667命制

斑 4.252傘本右

ASC 
3.794命倉$

立 エコラベノレ無 5.47叫

m 4.966移判

0.608'念e

区 エコラベノレ有 0.21判事

直 0.529手窃移

原産地
0.1 

E エコラベノレ無 -0.013 

E …0.252 

0.007'" 

E エコラベノレ有 …0.011ネ判

E …0.008'" 
価格

-0.009ホ噂命

rr エコラベル無 …0.015'" 

m -0.014'" 

注ペヘ》を付した主主定値はそれぞれ有志:水添 1%，

5%， 10%で統計的にゼロと室長があることを示す
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する消費者の平均的な評価を示す 表 5. こじコラベル表示の有無への評価額とこにコラべ

主効果モデルの各係数の符号は， ASC (選択肢罰 ル表示有の純評価額

有定数;畏)が全てプラス，価格属肢が全てマイナス

でそれぞれ有意で、ある.原産地属性は，エコラベル

表示有のときのみ，プラスに有意となった.原産地

属性は，エコラベルコ釘の時は近海産がより望ましく，

価格属性は価格が高いほど効用が低いことを示す.

調査票では，エコラベルの有無により価格属性の

設定水準が異なるため，エコラベノレの有無による係

数の大きさを単純に比較できない.そこでASCか

ら遠洋産のマグロが「どちらも購入しない」と無差

別な効尽に一致する価格水準を求めるどちらも

購入しないj の効用は Oであるため，選択されたマ

グロが「どちらも購入しない」ことは，観測可能な

効用が Oを意味する.マグロの観測可能な効用を表

す効用関数は，次の様に示される.

V=sAscASC十戸FF十戸pP+S (7) 

Vはマグロの効用， sはパラメータ， ASCとsASC
はマグロの選択肢回有定数項と係数，Fとs[.はJJR

産地属性と係数， Pとspはマグロ(赤身・刺身用・

100 g当り)の価格と係数を示す Sは調査方法が，

対阪の場合に 1，郵送の場合を Oとする調査方法ダ

ミーである.

モデルの結架から，各マグロ属性への消費者の支

払意思額を計測する 原産地が遠洋の場合， Fは O

なので，遠洋A[で「どちらも購入しないJ(V =0) 

と無差別な価格水準は次式になる すなわち，

Pは，原産地が遠洋A[である場合の評価額を示す.

P=-sASJsP 
(8) 

ここでは，エコラベル表示有の評価額からエコラ

ベル表示然の評価額を差しヲ|いてエコラベル表示へ

の純評価額を得る 原産地属性は，それぞれの産地

への限界支払意志額 (MWTP) を求める

δVθV 
MWTPF =-oV /日= …ーかー=-sF /sn (9) 

δF8F .，，" 

表 5，表 6は，主効果モデルから求めたエコラベ

ル表示有の純評悩額及び原産地の MWTPである.

3つの調査票共に，消費者評価はエコラベル表示無

より，表示有の方が高く，エコラベル表示への一定

の評価があることを示唆している.それぞれの調査
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i育報 I 情報E 情報国

エコラベノレ表示有への
510円 515.1門 531.5円

評悩額

エコラベノレ表示無への
421.5円 364.6円 354.7 fl 

評価額

ヱコラベノレ表示有への
88.5門 150.5行 176.7円

純評価額

表 6. 近海産への限界支払意思額

f古事長 I ↑手r~~II 1吉報困

エコラベノレ表示有での
86.8円 19内 66.1円

MWTP 

エコラベノレ表示無での
11.1円 …0.8 P'l -18円

MWTP 

禁で，原産地への評価を比較してみよう 同じ遠洋

産で， ラベル表示の有無で異なるマグロの調交票 I

のエコラベル表示有の純評価額は 88.5円，調査票

Hのエコラベル表示有の純評価額は， 150.5丹，調

査察狙のエコラベル表示有の純評価額は， 176.7円

となり，調査禁 I・n.rnと情報提供量が多くなる

ほど，エコラベル表示有への評価が高い.同様に原

産地を近海産とした場合，エコラベル表示有の純評

価額は，それぞれ Iが 164.2円 nが 170.4円 rn
が 260.9円となり，情報提供量が多くなるにつれて，

エコラベル表示への純評価額が高くなった.

不完全情報下では，乱獲をしている漁業と，漁獲

規制をし，環境や資源に配慮した漁業の水産物は，

情報がなければ市場に並んだとき，消裂'者にとって

は同じ高品・価値のものと認識されるが，エコラベ

ル導入は，漁業者の環境対応、を消費者に伝える手段

と選択機会をもたらす しかしラベルに提示でき

る情報量は限られている為，エコラベルに関する基

本情報だけでなく，さらにその背景問題や効果まで

伝えるのは有効であることが立証された.すなわち

f1情報の質j の重要性[10Jが明らかになった.

近海産のエコラベル表示有への高評価は，対象が

マグロであり，他の魚種と比較しても産地が重要視

されていることが考えられる.例えば，大間や勝浦

といった近海の有名産地のマグロは人気があり，美
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l床，高級といったことから市場でも高く評価されて

おり，本研究でも同様の傾向がみられたと考えられ

る.また， r近海産」のマグロ(資源)への配慮，

臼本の漁業を支えたいという意思の表明で、もあると

考えられる.農水省の調査結果[l1Jによると，水

産物を購入する際， r国産品を意識して締入してい

るjと9寄付1回答し，その理由として 8割以上が「安

全jや「品質が良い」と回答しており，消費者の f近

海産」水産物選好と整合している.消費者にとって

「近海産j と「国産」の水産物は同様のイメージで

捉えられ，評価されているとも考えられる.

なお，評価額が選択肢での設定金額の上i畿を超え

ているものもあるが，これは属性・水準の数からう|そ

る全選択肢集合の設計に拠っていることも考えられ

るが 2) 認知度の低い事項に対する評価であったの

で，一般的に指摘されている規範的な出答傾向が強

く出た苦手，そして「どちらも購入しない」があまり

選択されなかったことが主要因であると考える. し

かし本論文は，情報効果により， MSCエコラベ

ル製品への支払意思が高まるかどうかを切らかにす

ることを目的としており，分析結果は情報提供の量

とその内容により，消費者の購買意欲が高まる傾向

があることを実証できた点で，初期の目的は達成さ

れている.

4.結論

本研究は，選択実験型コンジョイント分析を服い

て，情報提供により， MSC認誌水産物への消費者

評価がどの程度高まるかについて切らかにした.

ヨーロッパで行った水産物に閲する調査では，

40%の人は環境に配慮した水産物に 5~ 10%高い

側格を支払うと答えているという結果がある

調査方法が異なるので単純には比較できないが， 日

本での本分析結5長からも，消費者の評価は，エコラ

ベル表示有のマグロへの評価が高く，かっ近海産に

対して評価が高かった.また，水産資源情報や，漁

獲法，資源管理の効果等の情報提供量が増えるにつ

れ，エコラベルへの評価も高まった. これは潜在的

には日本の消費者も，環境に配慮した水産物に対し

て価格プレミアムを与えていることの表れである

また，評価を選択意思と捉えて，認証水産物が多く

の消費者に選択されたことを考えると，今後， rrI:場

が拡大し，認証取得にメリットが生じることを示唆
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している.

現在， MSC認証審査中の漁業の中には， 日本の

京都府機船底曳網漁業連合会のズワイガニ・アカガ

レイ漁業が含まれている. 将来的には，国産物に

ついても MSCのラベルがついた水産物が小売!古頭

に主主場する.今回の分析結果から， 日本の消費者は

近海産水産物を高く評吉田しており， 日本の漁業団体

が認証をとることへのインセンティブはある

今自の調査で， MSCエコラベルを知っていた人

の内，実捺に1;5頭で、製品を見たことがあるのはその

内の 58%，購入したことがあるのは 24%であった.

また認知のきっかけとしてマスメディアに続いて応

募{という回答が僅差で次点に挙げられたことから，

まず取扱っている応舗では， MSCエコラベル製品

の!百頭 PR，ポップ等での認知の向上，そして，水

産物資源の現状だけでなく， MSC製品を購入する

ことによって漁業資源の持続性が保たれる効果等に

ついて消費者に伝えていくことがMSCエコラベル

の普及・販売促進につながると考えられる.

注1)調棄塁上:MSC水産エコラベノレは，水産資源や(fI}

~'PJiI境をそF りながら漁獲した水産物に与えられる

お:です このマークは， MSC (海洋管理協議会)

が認証している天然魚介類で11f~ーのエコ認証マー

クです.国際的に認められ世界中で;言及し始めて

います

調糞豊ll:ilAl宜主uの内容に力nえ，悶j虫食事lt民主主

機構 (FAO) の統計によると，現主1:の漁獲水揚げ

設の内， i既に切らかに枯渇している魚，あるいは

枯渇が始まっているffi¥Jが25%を占めています.

fこれ以|二獲ると枯渇が始まる，1'(uは51%をおめ

ます.何と， この両者で 76%にもなります.その

原因は，主主りすぎや，違法漁業にあります，夜、逮

が水産資ilJI¥をいつまでも食べ絞けられるためには，

それらが自然に繁殖し成長するスピードを5考え

なければなりません また• (fi.1の生態バランスを

守ることも大切で，幼魚や{自のi立が魚絡にかから

ないようにしなければなりません そのためには，

i (1)獲ってもよい致， (2)後ってもよい魚の大き

さ， (3)獲ってもよいずX
"
JtlI， (4)獲ってもよい漁法J

を定めて，漁業を制限しなければなりません.

MSC水産エコラベルは， これらに関する国際ノレー

ノレを定めて水波資源や認証t芋潔獲を守りながら獲っ

た海産物に与えられる証です.

調套裏J!L:調査票 I，IIの内容に加え，水産資滋
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や海洋環境を守るノレーノレに従って漁業を統ければ，

私たち消費者はいつまでも安心してj毎度物な食べ

ることができます 私たち消費者がこの MSC水産

エコラベルの付いた水産物を選ぶことは，魚、をい

つまでも食べ続けられるように，水産資源や海洋

環境を守りながら漁業を行う水産業を支えること

になります.

2)先行研究からみても，会選択肢集合が 10問という

のは妥当な範屈ではあるが，属性数が少ないこと

もあり，組み合わせに幅が出にくくなったという

ことが考えられる

引用文献

細野ひろみ「栄養・安全性情報と商品特性の

消費者評悩一牛乳に関する選択笑験アプロー

チム『フードシステム研究~，第 10 巻第 3 号

(2004)， pp.34-47. 

[2J岩本博幸rHACCPラベル及びエコラベル表

示牛乳に対する価値評価一札幌市民を対象と

した選択型コンジョイント分析による接近

ム『北海道農業経済研究ム第 11巻第 2号

(2004)， pp. 48-60. 

Robert J. Johnston， C. R. Wessells， H. Donath 

and F. Asche.“A Contingent Choice Analysis 

of Ecolabeled Seafood:Comp呂ringConsumer 

Preferences in the United States and Norway，" 

Journal 01 Agricultural and Resource Economics， 

26 (2001.1)， pp. 20-39. 

J. J. Louviere， D. A. Hensher and J. D. Swait， 

(198) 

Stated Choice Methods， (Cambridge University 

Press， 2000)， p. 114. 

[5J合崎英男・関村和忘「データ解析環境Rによ

る選択型コンジョイント分析入門j，~農工研

技報~ 206号 (2007)，pp.151-173. 

[6J合碕英男・佐藤和夫・古川i肇子・津田 学「食

品安全性に関する態度が牛肉選択行動に与え

る影響 社会的心理要盟を考慮した選択実験

j， ~農業経営研究~，第 42 巻第 2 号 (2004)， 

pp.22-32. 

M. Ben-Akiva and S. R. Lerman，“'Discrete Choice 

Analysis: Theory and Attlicatio幻自oTrなvelDemand"， 

αtIIT Press， 1985). 

[8J寺脇 拓「農業関連公共事業の使益関数移転j，

F農業経済研究~，第 71 巻第 4 号 (2002) ， pp. 

179-187 

[9J D. A. Hensher and L. W. Johnson，“A仲lied

Discrete Choice Modeling'¥(John Wiley and sons， 

1981). 

[lOJ 西尾チヅ、ノ~ r消費者の環境問題に対する認知と

コミュニケーションム阿倍周造『消費者行動

研究の新展開~，千倉書房， 2004， pp.15τ177. 

[11J農林水産省 F平成 18年度国際水康物の消費等

に関する . )志向調査結果~， 2006 

[12J Seafood Choices Alliance，“European consumer 

research report"， (http://assets.panda.org/ 

downloads/euconsumer.doc) (2005). 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

