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[調査・技術論文}

ベトナムの食肉衛生管理におけるインセンティブと衛生監視制度

耕野拓一本1・細野ひろみ*2

要旨

ベトナムの食肉流通は，衛生管理に関わる「隠れた行動Jから起きるモラルハザードや， r揺れた情報Jから起

きる逆選択の問題が生じている O この研究ではベトナム・フエ市で実施した，食肉衛生に関わる疫学調査の結果

に，プリンシパル・エージ、エント理論を適用し，衛生管理におけるインセンテイブの与え方について分析した。衛

生管理努力を怠った場合の実質的罰金の増加とともに，適切な衛生管理を行った場合の表彰制度の導入などが，食

品衛生水準の向上に必要であることが明らかとなった。

[キーワード]ベトナム，プリンシパル・エージェント理論，インセンテイブ，食品衛生，情報の非対称性

Incentive and hygiene inspection policy on Meat Hygiene Management 

in Vietnam 

Hiroichi KONO*l and Hiromi HOSONO*2 

Abstract 

The Problem of moral hazard and adverse selection， which stemming from "Hidden action" or "Hidden information" 

in hygiene management. has b巴enoccurred in Vietnamese meet distribution. We have conducted epidemiological 

survey regarding meet hygien巴conditionin Hue city， Vietnam. 

We applied Principal-Agent theory based on the result to find out how to give appropriate hygiene management 

incentive. We found that it is necessary to increase actualfine level if pork retailerfailed to suitable hygiene management 

effort and to introduce prize-giving system if pork retailer did appropriate hygiene management effort and so on. 

[Keywords] Vietnam， Principal-Agent Model， Incentive， Food Hygiene， Asymmetry of Information 

I.はじめに

開発途上国では，コレラや食中毒など，食品に由来

する多くの病気の患者数が報告されている1)。食品に

由来する病気の発生は，患者の治療費や薬代，働けな

かった時間などの所得損失をもたらし，さらに，問題

を起こした食品の回収や，製造停止による損失，関係

する食品が売れないなど，大きな経済的な損失をもた

らす。

日本では，食品による危害を防止するため，食品衛

生法により，食品の生産，製造から消費にいたる過程

で，それぞれに応じた食品衛生の監視，指導が行わ

れ，食品の安全性を保証する体制が整備されている O

しかし，一般的に途上国ではこうした食品衛生監視制

度は整備過程にある。

ベトナムでは，近年の経済発展による所得上昇によ

り，豚肉の消費量と向時に，豚の飼養頭数の増加は著

しいが，畜産部門の衛生管理を取り締まる制度構築は

遅れてきた。ハノイなどの大都市では大型のスーパー

マーケットが出脂しているが，多くの消費者はウエツ

* 1 ~苦広畜産大学苦言産衛生学研究部門， Department of Animal and Food Hygiene ，Obihiro University of Agriculture and Vet巴rinary
Medicine 

*2 東京大学大学院農学生命科学研究科， Graduate school of Agricultural and liI巴Sciences，The University of Tokyo 
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4 40  ii 
亡〉豚腕の流れ i一一一i政府による食肉衛生監視

L一一」
仁コ PA理論の適応阻

凶 1 分析のフレームワーク

トマ…ケットとよばれる冷蔵施設のない路上や市場で

豚肉を購入する O こうした豚肉の取引には，豚肉の小

売業者が，売れ残りの豚肉の鮮度を良く見せるために

不正に発色剤を使用し販売したり，病死した豚の肉を

不正に販売したりし，それを知らずに食べた活費者が

食中毒になるなどの事‘件が後を絶たない 2)。すなわ

ち，売り手側の衛生管理に障する「揺れた行動」から

起きるモラルハザ…ドや，豚肉の品質についての「隠

れた情報Jから起きる逆選択の問題が起きている。ベ

トナムの豚肉流通は，いわゆる情報の非対称性の状況

にある。

この研究では，情報の非対称性の状況にあるベトナ

ムの ij~肉フードシステムに焦，点を当て，プリンシノf

ル・エージェント理論(以下， PA理論)を応用し，

食肉衛生管理における適切な衛生監視制度とインセン

テイブ供与のあり方について考察する。

耳.分析方法

日本では食品の衛生管理の程度を示す最も代表的な

指標として生菌数が広く利用されている。これは食品

の微生物汚染の程度を示す，一定条件下で発育する中

温性好気生菌のことで，食品の安全性，保存性，衛生

的取扱の良否などの総合的な判断に使うことができ

る。生窟数の多い場合は，食品の処理過程全般にわ

たって衛生的な取扱が行われなかった可能性があり，

食中毒菌などの食品媒介病原菌のほとんどが中品性好

気生菌であることから，このような病原菌が存在する

可能性の高いことを示す(食品衛生協会 2005) 3)。

日本では食肉についての生菌数検査は，各都道府県

の食肉検査衛生検査所などが行っており，その結果は

インターネットなどを通して街単に知ることができ

る。しかし，ベトナムでは，こうした検査は一部の国

の研究機関や大学などで、行われているが，その結果は

公表されておらず，食肉の微生物汚染の程疫を把握す

ることは非常に困難である 4)。

我々は2007年8丹に，フエ大学の協力を得ながら，

食品衛生検査指針(日本食品衛生協会 2008)に従

い，ベトナム中部に位置するフエ市のと畜場で出荷さ

れる豚校内の生菌数の検査を行う疫学調査を実施し

た5)。この調査から得られた豚肉の微生物汚染の状況

を臼本のと畜場の検査結果などと比較しながら，ベト

ナムにおける豚肉流通の衛生管理の現状を把握する。

すでに述べたように，ベトナムの豚肉流通は，衛生

管理に関わる「隠れた行動Jから起きるモラルハザー

ドや， I隠れた情報」から起きる逆選択の問題が生じ

ている。こうした問題への対応策として，近年インセ

ンテイブの与え方に関する研究に関心が高まってい

るO 関連する研究として Starbird(2000， 2005)，細

江 (2005)などがある。このうち， Starbird (2005) 

はアメリカにおける HACCPを導入したと畜場業者

をエージェント，と畜場で食肉を購入する卸売業者を

プリンシパルとした PA理論により，と畜場の衛生管

理における適切なインセンティブ供与のあり方を明ら

かにしている。このモデルは，食肉の衛生管理と豚肉

の病原菌の分布を結びつけているところに特徴があ

り，この手法によれば，我々がベトナムで、行った疫学

調査の結果を分析に取り込むことが可能である O ま

た，すでにのべた，食中毒等のベトナムの食肉衛生の

問題を踏まえれば，消費者と小売商の間にエージェン

シ一関係を仮定した PA理論の適用は，衛生管理にお

ける適切なインセンティブ供与のあり方について，問

題解決の一方策が示せるであろう O そこで本研究で

は， Starbird (2005)のPAモデルを一部修正し，閤

lに示すように，ベトナムの豚肉フードシステムにお

いて，豚肉を購入する消費者をプリンシパル，消費者

に豚肉を販売する小売商をエージェントとし，この両

者の間の食肉取引に関わる衛生管理を，国または地方

政府が監視していると仮定し，食肉販売における衛生

監視制度とインセンテイブ供与のあり方を分析した。

盟.分析結果

1.勝肉微生物汚染の疫学調査結果

1990年代後半に至るまで，ベトナムでは農家等か

ら家畜を購入した業者の自宅でと畜・解体が行われ，

消費者に販売される状況が続いてきた。近年，ベトナ

ム政府は，家畜衛生関連法規の近代化とともに，と畜

場の統廃合を進め，指定されたと畜場で家畜をと畜す

ることを指導している。それに伴い，都市部を中心
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表 1 各と畜場の豚枝肉の生菌数

変動係数

廷と畜場 |肉1WJ 4.66ぴ 6.5251 1.42 

Fと道場

資料:2007年フエ市内屠省場での部H量データ。

0.84 

1.45 
0.70 

注:1) H. Fと畜場のサンプル数は肉側各 186と体表側各

186の各 3680

2)単位は cfu/cm2
0

3) *. * *は平均f疫の差の検定の結果で，それぞれ 10
%， 596でHとE草場の生菌数がFとE草場よりも少な

いことを示す。

に，業者の自宅で家畜がと畜・解体されることは減少

しつつあるものの，農村部や地方都市では裏躍でのと

畜がまだ行われている 6)。

我々が疫学調査を行ったフエ市は，ベトナムの地方

都市では最もと畜場の整備が進んでいるとされてお

り，ベトナムの他地域からの視察者も多い地域であ

る。表 lは，そのフエ市の 2カ所のと畜場における疫

学調査の結果である。 Hはフエ市で最も大きなと畜場

であり，約 10年前に開設された。 Fはフエ市郊外に

あると畜湯で，と富頭数はフエ市内の日と比較する

と少なく，施設・設備も手狭で老朽化がみられる O 各

と畜場で生産される枝肉の衛生状況を確認するため，

と畜・解体作業が行われる早朝 2時から 6時にかけて

枝肉の表面(内1MIJおよび体表側)から検体を採取し

た。

Hと畜場で生産される枝肉表面の生菌数は，肉側が

4，600 cfu/ cm2，体表側が8.200cfu/cm
2で，いずれも

外見的に傷生状況が劣る Fと富場よりも少なかっ

た7)。肉側の生菌数が体表側よりも少ないのは，日お

よびFと畜場では，枝肉に処理された豚肉は体表側

を下にして，床に並べられることが原因の lっとして

考えられる。また，変動係数でみた体表側の方のばら

つきが少ない理由として，体の内部である肉側は，解

体されるまでは細菌はほとんどいないと考えられる

が，解体時に腸などの内容物によって汚染される可能

性のあること，一方で体表側は，湯釜で l分程度茄で

られたあとに除毛されるため，体表の出凹が小さくな

り，床などの汚染状況に依存するために枝肉問のばら

つきは小さくなることも推定される。

図2と閤 3は疫学調査による生欝数の分布を示す。

どちらのと畜場も肉側よりも体表側でサンプルの汚染

水準が高く，二つの異なる分布が確認できる 8)。

日本では多くのと畜場の検査結果がデータとして公

表されている。平成 19年に厚生労働省 (2007)で実

施した全国 158カ所のと畜場の検査結果では，豚肉の

胸部と庇門崩閤の平均生菌数はそれぞれ， 351 cfu/ 

cm
2， 172 cfu/cm2である。これと比べると，我々の

調査から観察されたベトナムの豚枝肉の生菌数は，日

サンプjレ数

30 肉t郎

ト ?三一竺

20 ~-…ーー 一

15ト一一

O 
2.5 2.7 2.9 3.1 3.3 3.5 3.7 3.9 4.1 4.3 4.5 4.7 4.9 5.1 5.3 5.5 5.7 

LoglO (cfu/lOcm2
) 

図 2 Hと畜場の生菌数分布

資料:表 lと同じ。

サンプル数

30ー…一 一一…ー 一一一一…… 一一一ー 一一一一……ー

O 
2.5 2.7 2.9 3.1 3.3 3.5 3.7 3.9 4.1 4.3 4.5 4.74.9 5.1 5.3 5.5 5.7 

LoglO (cfu/10cm2) 

図3 Fと畜場の生菌数分布

資料・表 lと同じ。

本のと畜場における枝肉の 10倍以上の水準にあるこ

とカfわかる。

また，表 lから生菌数の標準偏差が非常に大きいこ

ともわかる。フエ市はベトナムで最もと畜場の整備が

進んで、いる地域ではあるが，調査結果は，こうした先

進地域においてもと畜技術が不安定で、あることを示し

ている。

フエ市鹿辺ではと畜場でと畜・解体された枝肉は，

冷蔵設備のないバイクなどに乗せられて小売商まで運

ばれる。調査時の早朝 4~5 時にかけての気温 (2TC

前後)と，枝肉がと畜場から小売店まで運ばれ，部分

肉にカットされるまでの時間(1時間程度)を考える

と，小売居段階の豚肉の生菌数は，と畜場での数値よ

りも，さらに増加していることが容易に想像でき

る9)。

2. PAモデル

分析では Starbird (2005) のモデルを一部修正した

PAモデルを利用した。主な修正点および本研究のオ

リジナルといえる点は次の 4点である。第 lに

StarbirdはHACCPを導入したと畜場業者をエージェ



(耕野拓一・郷町・ひろみ)ベトナムの食肉衛生管理におけるインセンテイブと

ント，と畜場で食肉を購入する卸売業者をプリンシパ

ルとする PAモデルであるが，本稿では，ベトナムの

食肉流通の現状を考慮に入れるため，消費者に豚肉を

販売する小売庖をエージ、エント，豚肉を購入する消費

者をプリンシパルとするモデルに修正している。第 2

に，第 l点目に関連して，ベトナムで問題となってい

る食中毒等の食品由来の問題を考慮するため，関連し

た疾病治療のコストを含めたモデルに修正している。

第3に， Starbirdは食肉衛生検査のためのサンプリン

グ方法に重点がおかれ分析しているが，ベトナムでは

サンプリングによる食肉衛生検査は行われていない。

このためサンプル方法については考慮していない，簡

素化したモデルに修正している O 第4に，前節で説明

したように，本稿では実捺に自らベトナムで疫学調査

を行い，その結巣とインセンテイブ供与のあり方を分

析する PAモデルを結びつけ考察している。 Starbird

で、は疫学調査は行っておらず既存調査の結果等を利

用した PAモデルとなっており，この点も Starbird

と大きく異なる部分である。

豚肉の衛生管理における努力水準と食品の安全性を

結びつけるため，分析ではいくつかの仮定を置いた。

徹生物に関するデータは対数変換されることにより正

規分布することが知られている(日本食品衛生協会

2005)0第1の仮定は，本分析でも問様に正規分布を

仮定 L，Mを政府により決定されている食肉の生菌

数の基準とする(図 4)10)。

第2の仮定は，小売庖ではと畜場から購入した枝肉

が部分肉へとカットされるが，その部分肉には生菌数

が少なく (M以下)食べても安全なものと，生菌数

が多く (M以上)食べると食中毒などの問題を起こ

す確率が高い部分肉が含まれているとした。

第3に，豚肉の衛生管理において，高い努力水準と

低い努力水準を仮定する。小売庖の部分肉の一部が検

査され，高い衛生管理努力 (eH) を行えば，検査の結

果， M を超えるサンプルは少なくなり，低い衛生管

理努力 (e)の下では， M を超えるサンフ。ルは多く

なる状況を図 4は示している。分析では， eHのもと

で衛生基準 M を満たす確率を OIf，eLで、衛生基準 M

を満たす確E容を θLとする。国 4の斜線部分の面積は

基準を満たさない確率となる 1-eHとI一θLを示す。

サンプル度数

図4 生菌数の分布

食品の安全性確保に係わる問題が頻発するベトナムに

おいて，適切な衛生管理を行うことは，食品販売業者

の責務である。ベトナムの食肉販売にも，消費者と小

売業者には「お得意さん」や顔見知りなどの長期的な

取引関係が見られる。こうした意味から，消費者に豚

肉を販売する小売自には適切な衛生管理を行う責務

(契約)があり，豚肉の衛生管理の一部(全てではな

く)を小売業者が治'費者のエージェントとして代行し

ているとする，本稿の作業仮説は適切であると考え

る。

第4に，生菌数の生息密度 (cfu/cm2) により豚肉

の安全性が左右され，生息、密度の確率分布は衛生管理

の努力水準に依存すると仮定する。調査では，清潔な

ステンレスの台の上で豚肉を販売し，毎日まな板や包

丁などを洗浄している小売庖がいる一方で，木製の台

の上でJJ本肉を販売し，その台の上ではゴキブリが観察

されるなど，衛生状態の悪い小売脂も確認されてい

るO また，疫学説査の結果(表Iおよび国2・園3)か

らも，衛生状態の異なると畜場や枝肉が確認できるな

ど，こうした仮定は現実的で、あるといえる O

食品衛生監視制度により，ある小売庖で販売される

豚肉の一部が検査され，その結果， ~三菌数が基準 M

を満たし，豚肉は安全と判断され，消費者に全ての豚

肉が販売される確率を p(e)とする O これは，検査さ

れた豚肉の生菌数は M 以下であるが，消費者に販売

される豚肉には生菌数がM 以上のものも含まれてい

る可能性を示す。すなわち，小売庖で販売される全て

の豚肉が検査されるわけではなく，一部の豚肉が検査

されM 以下と判断されても，検査されなかった豚肉

にM以上のものが含まれ，それが消費者に販売され

る可能性を示す。次項で説明するように，食品衛生監

視制度が食品衛生管理の努力水準を的確に識別できれ

ばP(θH)は1，p(eL)は0，結果として p(eH)-p(eL)

はlに近くなり， M以上の豚肉は消費者には販売さ

れないo P(θ)は検査方法ばかりでなく，食品衛生監

視に関わる制度・組織などの整備状況，微生物検査を

行う実験室などの整備状況，検査を行う人の分析能力

などの要因にも影響を受けるであろう。

また衛生管理の努力水準の違い(巴Hと巴L) を識別

するために p(eH)とP(eL)を仮定する。衛生基準 M

を満たすように努力水準を高め，かつ食品衛生監視制

度が食品衛生管理の努力水準を的確に識別できればP

(eH)は 1，p(θL)はOに近くなり， p(θ日)…P(θL)はl

に近くなる O 逆に識別できなければP(θH)-p(eL)は

非常に小さな値となる。すなわち， p(θH)-p(eL)は

食品衛生管理の努力水準の識別を可能にする監視制度

の精度と考えることができる。

豚肉の衛生管理に関する情報が，小売店と消費者の

関で完全に共有され，消費者が小売届の衛生管理の状

況を直接観察できれば，豚肉の鮮度を良く見せるため
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に，小売庖が発色剤を利用するなどの事件は起きない

であろう。こうした情報の非対称性がある状況で，安

心して食べられる豚肉の提供を求めるプリンシパル

(消費者)と，適切な食品衛生管理を行い消費者に豚

肉を販売するエージェント(小売自)との関係は，

PAモデルにより次のように表される O

MAXw p(811
) V[I-wN-(I一θH)rN]十 [l-P(θH)]

v(I -b) 
. . (1)式

subject to 

p(θH) U( wN) + [1-P (8H)] U( -sN) -Nc(θH)孟K

. (2)式

p(θH) U(wN)十[l-P(θ日)]U(…sN)-Nc(θH)主主

P(8L) U(wN) + [1-P(8L)] U( -sN) -Nc(θL) 
. (3)式

ここで VとUは，それぞれプリンシパル(消費者)

とエ}ジェント(小売応)の効用関数である。 Iは消

費者の一定期間の食費， wは消費者が小売屈に支払

う単位重量当たりの豚肉価格， Nは消費者が一定期間

に購入する豚肉の量， rは消費者が衛生状態の悪い豚

肉を食べ，食中毒などの疾病となり，その治療に要す

る費用， bはその時に豚肉の代わりに購入される食品

への支払いとする O 消費者は一定期間の食費から，豚

肉を購入する。政府による食品監視が行われ， p(θlI) 

の確率で安全と判断された豚肉を購入・消費できる

pL 

-sN 

が， 1-P(8H
)の確率で品質の悪い豚肉が検出され，

その場合は豚肉以外の食品を購入すると仮定してい

る。ただし，衛生監視により豚肉が安全と判断されで

も， 1-θHの確率で品質の悪い豚肉を購入・消費し，

体調を崩した場合などに必要となる。その場合の!ほ肉

単位消費量あたりの疾病治療費用を rとしている。

Sは衛生監視システムのもとで，衛生状態の悪い豚

肉が発見された場合の豚肉没収や小売庖が支払う罰金

などの費用，c(θ)は各衛生努力水準 (Hまたは L)の

もとでの単位当たり生産費用， Kは留保効用(小売自

がJJ本肉販売を止めて他の職業で働いた場合に得られる

効用)をそれぞれ示す。小売業者は政府の食品監視を

受け， p(811
)で安全と判断された豚肉を価格wで販売

できるが， 1-P(θH)で品質の悪い豚肉が検出されれ

ば罰金を払うと仮定する。ただし，いずれのケースも

検査費用を払う。

(2)式はエージェントが高い衛生管理努力をした持

の期待効用が他の利得獲得機会よりも大きい条件を示

す参加条件 Oncentiv巴 rationalitycondition: IR条

{午)， (3)式は高い衛生管理努力の期待効用が，低い

努力結果の期待効用よりも大きい条件を示す誘因整合

性条件Cincentivecompatibility condition: IC条件)

である。

情報の非対称性の問題を解決するには，その解決策

がIC条件を満たすことが必要となる o (4)式は IC

条件が成立する場合に，消費者が安全な豚肉に支払う

錨格 (WO
) を示す。また，図 5は小売庖における衛

U(X;ザ)

U(X;eH
) 

1 -pLj 

wN X(利得)

図5 小売庖における食肉衛生管理の努力水準と期待効用の関係

資料:Starbird (2005)を一部修正。

i主:pl.は p(e'-)， P"はP(e")を示す。
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生管理の各努力水準 (eHまたは e)の期待効用を示

す。 CDを結ぶ区簡が， IC条件を満たす部分で，この

条件式は (5)式のように示される 11)。

WO= U-l[[N(c(eII)-c(θL))/p(eH) -p(eL))J 

+U(…sN) J/N 

・・・ (4)式

P(θ日)-p(θL)註[N(c(θH)-c(eL)) J/ 

[U(wN) -U( -sN) J 
. (5)式

(4)式は，消費者が安全な豚肉に支払う価格

(WO
) は，食品衛生監視制度の精度 (p(eH)-p(θL)) 

に影響を受けることを示し， (3)式の右辺がK(器保

効用)以上であれば，消費者は高い衛生努力 eHに対

してより高い価格を支払う。

(5)式は左辺が小さく，右辺が大きいほど， IC条

件は成立しないことを示している O 左辺は食品衛生監

視制度の精度 (p(eH)-p(eL)) を示す。 P(θH)とP

(θL)の差が小さければ左辺は小さくなるが，この状態

は現状の食品衛生監視制度では衛生努力の高低を識別

できないことを示す。また， c(eH) -c(eL
)が大きく，

U(wN)… U( -sN)が小さければ，右辺は大きくな

り， IC条件の成立を困難なものにする。

IV.ベトナムの食品衛生監視制度と PAモデ

Jレ

フエ市で小売庖の豚肉検査を行うのはフエ省の家事

保健衛生所 (Departmentof Animal Health)の獣医

師で，毎日 AM5~AM 10時頃にかけて 10人ほどが

検査を行う。フエ市内には 200件程の豚肉小売商があ

るO 食肉の衛生監視の結果，衛生状態の悪い豚肉を販

売する小売業者が摘発される確率は非常に低く，例え

摘発されたとしても，その場で 10万 VND程度の罰

金を払えば，フエ市内ではその翌日から営業を行うこ

とが可能である 12)。罰金と同時に購入した枝肉も没

収となるが，翌日からは営業が再開できることもあ

り，どの小売業者が処分を受けたかについて消費者が

知ることは悶難である 13)。こうした状況で，衛生管

理に高い努力 (eH) を行い，豚肉を販売するのに必要

なコスト(衛生的なステンレスの豚肉販売用の台の購

入費用や，まな板や包了を毎日洗浄するのに必要な追

加的労働費用など)を考躍すれば，小売店がeを選

択する可能性もある。

すなわち，ベトナムでは，処分を受けたことによる

信頼性の低下が大きな社会的パニッシュメントになり

にくく，実費的罰金は低い状況にあるといえる O 日本

では平成 15年に食品衛生法が強化され，罰金も大き

くなり，食中毒などが発生した場合には再発防止策が

確認されるまで営業禁止，場合によっては営業許可の

取消や，企業名の公表が行われる 14)。また， 2000年

に起きた大手乳業メーカーの集団食中毒事件にみられ

るように，食の安全に関わる事件の発生は，関係する

企業の社会的な信頼性を大きく低下させることにな

る。こうした日本のケースと比較すれば，ベトナムに

おける実質的罰金(社会的パニッシュメントを含む)

を現状の水準 sより大きくし，国 5のu(X; eH) 上

のA点の位置を左にシフトさせることができれば，

IC条件の成立を容易にさせる可能性が指摘できる O

ベトナムでは市場内ばかりでなく，市場届辺の路上

で，簡易な設備を利用し，豚肉を販売する小売脂が多

い。市場利用料などの費用を必要とする市場内で豚肉

を販売する場合の生産費用(c(eH))と比べて，簡易

な設備を利用して豚肉販売を行う場合の生産費用(c

(θL) )は低くなり，両者の費用格差(c(θH)-c(θL) ) 

は大きくなっている可能性も考えられる O

日本では国・都道府県レベルで食品衛生の優良施設

や食品衛生の向上に功績のあった者を表彰する制度が

あるが，ベトナムではこうした制度は存在しな

い 15)。このような制度の導入は，表彰された施設・

人の評判が地元地域に浸透することで，販売価格w

が上昇する効果(D点が右に移動)が期待できるであ

ろう。また，表彰を受けたことの評判が，国定客の増

加につながり，宣伝費用を低める可ー能性も考えられ

るO こうした宣伝費用の低下はc(θ日)を低める効果も

期待できる。すなわち表彰の仕組みは IC条件成立の

可能性を高めるであろう。

小売店の立地条件や外観が，消費者に品質の情報を

与えるシグナルの役割を来たしている可能性もある O

しかし冷蔵施設がなく，まな板の上で必要な部分肉を

カットし販売するだけの，シンプルな食肉販売形態で

あるウエットマーケットでは，消費者に品質の情報を

伝えるシグナルとなるものは乏しい 16)。こうした要

因も IC条件の成立を困難にしていると考えられる

(神戸 2004)0 

シンガポールでは 1997年から食品事業者の衛生管

理の状態を A~D の 4 段階で評価し公表しており，

フィリピンでも向様な取り組みが行われている 17)。

衛生管理が評価・公表され 適切な衛生管理を行った

業者・がA評価(適切な衛生管理が行われている)を

受けることは，表彰されることを意味する。こうした

表彰と一体化したシグナリングの仕組みも， IC条件

の成立を容易にさせる効果があると思われる。

ベトナムでは豚肉が小売店に持ち込まれる以前のと

畜場の段階で，生菌数で確認できる徹生物汚染は日本

の 10倍以上の水準にある O 簡易型の洗浄機械で校内

を水で、洗うだけでも，微生物汚染の多くは軽減できる

ことを，我々はベトナムのと畜場で実験・観察してい

る18)。これは悶 5で， eHとe両方，または特に eL
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における生菌数分布を左にシフトさせ，食品衛生監視

制度において P(θH)をlに， p(eL)をOにする可能性

を高める。

フエ市では，食肉販売施設におけるサンプリング抽出

による科学的な微生物検査は行われておらず，検査員

(獣医師)の目視による検査のみが行われている 19)。

結果として p(θH)とp(θL)の差は大きくならず， IC 

条件の成立を困難なものとしている。こうした状況

で，街易な設備で校肉を洗うことは， (4)・(5)式に

おいて食品衛生監視の精度を高めることを意味し，高

い衛生努力を行った豚肉を消費者が高い価格で購入

し， IC条件の成立につながる可能性を示す。

V.結論

2007年にベトナムのと畜場で行った疫学調査の結

果， )J本校肉の搬生物汚染は日本の 10倍以上の水準に

あることが明らかとなった。また，生菌数の変動係数

も大きく，ベトナムで最もと畜場の整備が進む地域で

も，と畜技術の不安性が大きいことが示された。

ベトナムではと苗場から小売店まで，枝肉は冷蔵設

備のないバイクなどで運搬されることが多く，この間

の気誌や時間を考慮すると，小売商段階で生菌数はさ

らに増加していると予想される O

本研究ではベトナムの豚肉流通の衛生管理問題に

PA理論を応用し，食品衛生監視システムをインセン

テイブ供与のあり方について分析した。その結果，ベ

トナムでは食品衛生監視システムが十分に機能してい

る状況にはなく， IC条件は成立していない可詑性が

示唆された。食品衛生監視における罰則の強化や，適

切な衛生管理を行った施設や人を表彰する制度，およ

び表彰されていることを公表するシグナリングの仕組

みも， IC条件の成立を可能にする仕組みとして考え

られる O 簡易な洗浄機械を利用し校肉を水で

でも，微生物汚染の多くは減少させることは可能であ

るO こうしたハード留の整備とともに，同時に微生物

検査を行う政府や大学の研究機関の分析能力の向上な

ど，ソフト箇での整備も必要とされるであろう。時間

を必要とするが，こうした物的・人的環境の整備も，

食品衛生監視制度の精度を高めることにつながる。

(5主)

1) ilを水 (2005)によると，東Iわアジアの食品に由来する病気

の患者数は，日本が 1997年に 41，495人，ベトナムは 1996

年に 133，576人で，日本を大きく上関る。

2 )現地での聞き取り調査，研究機関，および現地の新聞など

からの'Jili級による。

3) この可能性が高いことは，ベトナムにおける食品由来の病

気の，忠者数がEJ本を大きく上濁ることからも示唆されるで

あろう。注 l参照。なお，'I.菌数とは、 i盈常 35"C前後の中

i昆で空気を必要とする磁(中潟性好気性~rMn の数を示し，

病原菌とは一般的に病気の原因となる"rMiを示す。用語の詳

細は日本食品衛生協会 (2005)を参照。

4) Cedric他 (2006)の研究は，ハノイのと道場における豚肉

や水の調査サンプルの 50%程度からサルモネラが検出され

ていることを切らかにしている。ベトナムにおける食品衛

生の状況を把握できる数少ない研究の一つである。

5 )分析は食品衛生検宏指針の生菌数の検査手順に従った。詳

剤I1は日本食品衛生協会 (2005)合参照。

6 )ハノイ，ホーチミン周辺には主に輸出を臼的とした，

HACCPを導入した近代的なと議場が存従する O こうした

主要都市を除いて，フエ市は地方都市の中で最もと省場の

整備が進んでいるといわれている O 現地での聞き取り調

変，および研究機関などからの情報による。

7) cfuはコロニー形成単位 (co!onyformingunit)を意味する。

第l表のデータは， lOcm四方の校内表面を拭き取り， 10

mlのバッファーにて懸濁したもの 1mlあたりの量を示す。

生菌数は，日本の衛生検査結果の記載(lcm2~たり生菌数)

に合わせたが，一絞の級E語学の研究では 1m!さきたりの設が

常用対数表示されている。

8)微生物に泌するデータは対数変換により正規分布すること

が知られているが(鴎 4)，疫学識査の結果は必ずしもiE規

分布となっていない。サンプル数の少なさが影響している

と考えられる O ただし，以下の PAモデルの議論(特に食

肉の衛生基準と努力水準の関係)は，生"rMi数が必ずしも正

規分布しなくても成り立つ。

9 )こうした食肉汚染水準の高さが，ベトナムにおける食品自

来の疾病発生のリスクを高める一望号因になっていると思わ

れる O 注 lを参照。

10)日本では食品衛生法務 7条に生菌数などの微生物学的な食

l誌の基準が規定されている O ベトナムでは 2002年に科学技

術省(lvIinistryof Science and Technology)により食肉の

衛生基準が規定されたO

11) (4)式と (5)式の詳細lJは Starbird(2ω5)参照。

12)調査時点 (2007年)で l円は約 177VND(ベトナムドン)。

13) 10 l5 VNDの罰金と校内の没収のみで，小売I古の名称が公

:3}J之されることもない。 1日1頭の豚肉を販売し， 1頚当たり

の)j容の体重を 80kg，キlj肉段階での歩fEi率を 43%，各部i立

の王子均豚肉filfi絡を 100gさきたり 15.000VNDとすると， !J事肉

の奴売収入は 1EB当たり 550万VND程となる。摘発により

これだけの収入損失となるが，次の日からは通常通り営業

を行うことができ，小売応の経営への彩響は小さいと考え

られる。

14)食品衛生法の第 55条，第 56条，第 63条による(日本食品

衛生協会 (2008))。

15)日本では食品衛生法第 61条で，都道府県等は食品衛生の|勾

上を殴るため，必要な助言，指導その他の援助を行うがま包

められている(臼本食品衛生協会 (2008))。これにより各

都道府県で食品衛生俊良施設の表彰規定が定められてい

る。
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16) ウエットマーケットで販売される豚肉は，そのままビニー

ル袋に入れられ消費者に販売される。品質などを示すシグ

ナルとなるものはない。

17) シンガポールについては Agri-Food& Veterinary D]， 

フィリピンについては幾務省関係者からのヒアリングによ

る。こうしたシグナリングの取り組みは消費者にも認識さ

れているようである(フィリピン淡務省関係者からの聞き

耳¥f.1)による)。

18) この調査結采は 12th (2009) Symposium of the International 

Society for Epidemiology and Economics (ISVEE)で報僚

を11'ったo Hosono H.， Ito S.， Kono H.， Takeshi K.， Nguyen 

T.B.T.， Minami A.， Khuanwalai M‘ and Kawamoto K"“How 

we can Improve Pork Hygiene the Traditional Distribution 

Channel in Vietnam? 

19) タイでは食品衛生に関わる制度改正が行われ，と道場や食

肉販売施設で定期的なサンプリングおjll:l:lによる食Ifh衛生検

査が2005年から行われるようになった [2]。
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