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{シンポジウム]

二重プロセス理論に基づく家畜衛生管理行動の検討

窪田 さと子*1

要旨

9 

本研究では，畜産農家の家畜衛生管理行動を行動経済学的側面から区分し，農家の特性を明らかにしたo r人の

推論システムには寵観型と分析型の 2種類が存在する」とする二重プロセス理論を畜産農家の行動に適用して分析

を行った。この理論によると，分析的なプロセスの採用には，多くの認知資i原と時間を要するが，産観的なプロセ

スを採用した時に比べて論理的な判断が可能となる。

北海道の酪農家を対象にアンケート調査を行ったところ，分析型は直観型に比べてリスク認知が高く，家畜衛生

管理の水準も高いことが確認された。衛生管理を行うことによる生産性への明確な影響は示されなかったが，分析

型の情報処理システムは直前の利益にとらわれず，長期的な視点を持って家畜衛生管理行動ができることが示唆さ

れた。

[キーワード]家畜衛生行動，行動経済学，二重プロセス理論，情報処理過程，飼養衛生管理基準

Consideration of Animal Hygiene Management based on the Dual Process 

Theory 

Satoko KUBOT A'I 

Abstract 

In this paper， animal hygiene management behavior was classified by behavioral巴conomicsth巴oryand the 

characteristic of livestock farmers was clarified. The animal hygiene management behavior was analyzed by using 

the dual process theory that hypothesizes two distinct systems: intuitive type and analytical type. In th巴 caseof 

the analytical type， though they request a lot of acknowledg巴mentresource and time， their judgments are logical 

compare to that of intuitive people 

Th巴questionnairesurvey was done for the dairy farmer in Hokkaido. The results showed that the risk perception 

of the analytical type was higher than that of the intuitive type. Similarly， the level of animal hygiene management 

of the analytical type was higher than intuitive one. It was suggested that the information processing of the analytical 

type could complete the animal hygiene management behavior from the long-term point of view， though the definite 

influence on productivity by animal hygiene management was not shown. 

[ Keyword 1 Animal hygiene management behavior， Behavioral economics， Dual process theory， Information 

processing， Standards of rearing hygiene management 

1.はじめに

BSE等の発生は f農場から食卓までjの一連の食

品供給過程における安全を求める声へ発展し，平成

15年 7月に食品安全委員会が設置されたことは周知

の事実である。しかし，その後も食品事件は絶えるこ

とがなく，安全性確保のための方策を検討する研究は

現在も様々な角度から行われている。特に，消費者の

* 2010年度秋季大会シンポジウム「アジアの家資衛生・食品衛生をめぐる課題と展怒j五基調報告

*1 帯広憲彦大学， Obihiro University of Agriculture and V巴terinaryMedicine 
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視点・行動に着目し，浪費者の安心を担保する制度

的，技術的措置の開発研究は多数みられるところであ

る。一方で， )11上に位置する生産者の食の安全に対ーす

る行動に焦点をあてた研究は多くはない。

家畜衛生管理は食の安全に寄与するだけでなく，経

営に直結する問題であるにも関わらず，個別経営主体

の判断によって異なる行動がみられる O 家畜衛生行動

による効果は即時的なものではなく，姫田 (2007)が

論じているように「何も経営のプラスになっていない

ように見えるかも知れないが，地道で=効果的な衛生管

理を実行することJが必要となる。しかし，中)11ほか

(2007)の所究においては，t，農)草飼料の給与や BCSl)

の調節など，飼養管理に対する畜産農家の意思決定に

は，限定された合理性が関わっていることが推察され

ており，家畜衛生管理においても同様に，必ずしも全

ての農家が f地道で、効果的な」行動を行っているとは

えないと推察される。

本研究では，北海道の酪農家を対象に，衛生管理行

動を行動経済学的側面から分析し，農家の特性を明ら

かにしていく。これは，今後個別経営体の衛生管理の

水準を引き上げる支援方策を検討するための一指標に

なるものと考える。

11.ニ重プロセス理論

行動経済学は，友野 (2006) によると「人は実際に

どのように行動するのか，なぜそうするのか，その行

動の結果として何が生じるのか，といったテーマに取

り組む経済学であるJとされている。その代表的な理

論として，プロスペクト理論やフレーミング効果，時

間選好理論等があげられるが，本研究ではこ重プロセ

ス理論を用いて酪農家の行動を実証していくこととす

るO

社会認知の領域で、は人の情報処理過程において在観

(戸)

型と分析型の 2種類の仮定が使われるとする二重プロ

セス理論が提唱されている (Epsteinet al. 1996) 0 直

観的過程は，自動的，反射的，ヒューリスティク，潜

在的過程等と呼ばれ，無意識的で素早く，自動的で

トップダウン的な情報処理が行われるとされる。それ

に対して分析的過桂は，統制的，反省的，合理的，顕

在的過程等と呼ばれ，情報に基づいて意識的で時間を

かけた慎重な処理が行われるとされる(松崎・古屋

2010)。この理論によると，分析的プロセスの採用に

は，多くの認知資源と時間を要するが，直感的プロセ

スを採用した特に比べて論理的な判断が可龍になる

(杉本 2010)。

E 調査方法

1.調査対象

本研究では，北海道の北部に位置する A町の酪農

家を対象にアンケートを行った。 A町では，総人口

の 10.4%が農家人口であり，そのほとんどが吾産業

に従事している。畜産統計ーによると，乳用牛銅養戸数

は減少額向にある(図1)0 銅養頭数は， 1998年を

ピークに減少しているものの， 1戸当たりの銅養頭数

に換算すると， 1993年に比べ 2005年は1.3倍の増加

を示している。

アンケートは，当該町の農業協同組合協力の一仁酪

農を行っている組合員 76戸に対して質問票を郵送

し，回答後返送してもらった。また，未返信だった農

家に対しては後日直接回収に訪れ，合計で 45戸(回

収容 59.2%)の由答を得ている。

2.調査内容

アンケ…トの内容には，属性，感染症に対するリス

ク認知度，パーソナリティ尺度，飼養衛生管理基準の

順守程度を設定している O

(~J[数)

150 1 …………一一一一一一 一一一一一一一一一一一一一一 一一……11，50∞ 
/飼養戸数
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120 1，2000 

90 Iーー 1 9，0∞ 

60 I一一 --1 6，000 

30 Iーー

O 

1993年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 00年 01年 02:9三 03年 04年 05年

図 1 A町における乳用牛飼遂戸数・館主筆頭数の推移

資料:畜産統計
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表 1 二隻プロセス理論による分類とリスク認知程度との煩位相関係数

感染症発生の情報隠阪による感染疲~延リスク
導入牛の不適切な処援による感染症侵入のリスク

不適切な清掃や消毒による感染症佼入・受延のリスク

勉強を積綴的に行わないことよる感染症侵入・箆廷のリスク

野生動物や害虫によってもたらされる感染症俊入のリスク

人や111同によってもたらされる感染症侵入のリスク

整理経頓ができていないことによる感染疲侵入・主主延のリスク

'ff宇一:アンケート詩，~芸子による。
i:i:: 1) **は 5%水慾で有意であることを示す。

2 )紅 5 はギ~JJ:でないことを示す。

感染症に対するリスク認知は 7項目あり，それぞれ

「全くリスクを感じないjから f非常にリスクを感じ

る」の 5段賠評価で問答を得ている。

また，パーソナリティ尺度とは，二重プロセス理論

の直観型・分析型を分類するための尺度であり，内

藤・鈴木・坂本 (2004)を参考にした。産観型・分析

型，それぞれ 12項自の設問から成り立っており，人

生や生活上のいろんな問題に底隠した;場合の対処方法

や，直観的及び分析ー的思考に対する選好等を質問して

いる。「全くあてはまらない」から「非常にあてはま

る j の 5 段階評価で回答してもらった。これを 1~5

点で得点化し，合計得点が高いほど各情報処理スタイ

ルに強くあてはまるものとしている O

飼養衛生管理基準の)順守程度は，儲別経営体の家畜

衛生管理行動を測る基準として用いた。飼養衛生管理

基準は， BSE等の発生を受けて 2004年に改訂された

家畜伝染病予防法に規定されているものである。それ

まで，個々の判断に委ねられていた家畜衛生管理は初

めて明文化され，罰則も設けられることとなった。基

準は全部で 10項目から構成されているが，当該アン

ケートには山岸・佐藤・木戸 (2005)の33項目に細

分化された調査票と， (社)全国家畜畜産物衛生指導

協会で作成されている飼養衛生管理基準チェック表を

参考に 33項目を設定したO この項目は，問答に応じ

て点数が加算され，合計で 100点になるように作成さ

れている。

町.分析結果

1.経営主概要

アンケート回答者の経営規模は 100頭以上が半数を

占め， 400頭以上飼養している大規模経営も存在して

いた。経営主の年齢は概ね 50代であり，高校卒業後

すぐに就農している農家が多いため，酪農経験年数は

30年以上が43%を占めている。

2.二重プロセス理論による分類と 1)スク認知

まず，パーソナリテイ尺度によって点数化された

f直観型得点J，r分析型得点Jと，リスク認知に対す

中央イ夜 直観型 分析選

5.00 n.s n.s. 
4.00 n.s 0.32* * 
4.00 n.s n.s. 
5.00 n.s. 0.32* * 
4.00 n.s. n.s. 
4.00 n.s n.s‘ 

4.00 n.s. n.s 

る関係性について明らかにしていく。ヰ1央{療を表 lに

した。どの項目に対しでもリスク認知の程震が高い

ことがうかがえる。

また，各情報処理得点と，リスク認知に関する相関

分析を行った(表1)。有意な相関がみられたのは，

分析型においてのみである o r導入牛の不適切な処理

による感染症侵入のリスクJ，r勉強を積極的に行わな

いことによる感染症程入・蔓延のリスクJとの照に正

の順位相関が確認された。前者は， 2009年4月に発

生した口蹄疫の影響を受けた回答と考えられ，後者は

分析型の特鍛が現れた自答であると解釈できる。

3.二重プロセス理論による分類と家畜衛生管理行動

次に， r飼養衛生管理基準の}11l'i守程度状況を直観

型・分析型に分けてみていくこととする。飼養衛生管

理基準は，会 10項目を制定目的別に 4群に分類し，

それぞれ25点ずつになるように計算しなおしてい

る。

表2は，各情報処理過程と飼養衛生管理基準の}11l'i守

程度の相関分析結果である O 分析型の情報処理過程に

おいては，部群を除く全ての群で他方よりも順守得点

との相関が高くある O 国群は f家畜の移動に伴って病

原体が農場外へ伝播するリスク低減のための措寵jで

あり，直観型得点が高い農家では，対外的な反応、を気

にしている可能性がある。

表2 二重プロセス理論による分類と飼護衛生管理基準の

順守程度との相関係数

王子均値 擦準偏差 i直線型 分析型

I 群得点 19.34 3.24 0.27* 0.56* * * 
E 群得点 14.41 3.40 0.33* * 0.35* * 
illlfl'q尋点 16.31 3.95 0.45* * * 0.26ネ

IVllF得点 20.15 3.25 n.s 0.60* * * 
合言「得点 50.87 8.60 0.40*ネネ 0.49* * * 

資料 アンケート郊査による。
設:1) I 群は「淡場内における病原体の殺i後伝括iリ~11二対策J，

III洋は「病原体が淡場内に佼入する経践を述i訴する対
策J，m鮮は「家畜の;移動にf'loって病原体がj足場外へ伝
J請するリスク低減のための処置J，IVl芥「所有者が家蕊
の健践を管理するよで配慮するべき事境j。

2)卒業*は 196.キ*(土 59&. *は 1096 でヰ~J~、であることを
示す。

3) n.s.(土手eHまでないことを示す。
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4.生産性への影響と農家の特性

家畜衛生行動が生産性へ結び付いているか確認する

ために，被説明変数に乳の体細胞数をおいた回帰分析

を行った。体細胞数は，乳質を決定づける重要な指標

である。結果は表3に示すとおりである。 j羽生管理は

I群合言1-得点においてのみ，実施に対する体細胞数の

減少という効果がみてとれる。その他の群において

も，有意ではないものの符号は負にある。また，分析

型得点から直観型得点を差しり|いたパーソナリティ得

点は，負で有意であることから，分析型得点が高くな

るほど体細胞数が減少していることが明らかとなっ

た。体細胞数の減少に影響を及ぼすその他の農家特性

としては，経営形態や規模等よりも「酪農経路食年

数J，I最終学歴J，I酪農従事人数Jといった人的資本

が確認されている。年齢における有意差は確認されて

いないものの，若いころは経験も少なく直感に頼って

行動しがちであるが，歳を重ねることで'Iity報保有量も

増え合JA00に行動するようになるであろうと考えられ

る。

V.おわりに

本研究では，家畜衛生管理行動を行動経済学的側首i

から捉えた。 'Ií!f i出処理過程における:jlf~論システムであ

る二重プロセス理論は，酪農家のj~tJ生管理行動におい

ても適用可能であり，分析的な情報処理過程を持つ場

合，産観的な処理過程を持つ場合よりもリスク認知が

高いことが示された。また，節l養衛生管理基準の!順守

程度も高い。家畜衛生管浬を行うことで、生産性が向上

するという [1ft]雌な関係牲が示されたわけではないが，

表3 生産性への影響

n 

Constant 
I人Ilff九合}計i礼1-1担何Jq;よ点

IIiri' イ合主i甘計?討lí!日}}~，l
犯 iれI打Î'合NYl~} }，~，1: 

Nlifィr計 1~]'ll:
リスク認主II{rfn1--;]'}，~(

パーソナリテイ符点、
ノ，-il，，'
.J:F!!ffJ 

自在12経験i}ミ数

ili~:冬九三 lfi1~
乳"1二郎養~Ji数
陥tZ従事人数

Adjusted R2 

ft干1:アンケートiVM:1t:による。

y(体細胞数)

45 
45.22* * * 
0.82* * 

-0.31 
-0.24 
-0.30 
0.35* 
0.12水

0.80 
-0.74 * 
-1.83* * 
0.02 

-1.17* 
0.43 

;t: *地場[ま 1%， * *は 5%，*は 10% で干r~ô~であることを

示す。

分析型のプロセスにおいては， I~I ら積極的に情報収集

及び分析を行うことで直前の利益にとらわれず，長期

的な視点を持って行動ができるものと示唆される。

このような分析型の処理過程には，人的資本が大き

く関わっていることも推察され，酪農家を対象とした

勉強会のあり方等検討すべきものと考える O

謝辞:本研究は，科学研究費補助金 f個別畜産経営体

による家畜衛生管理選択行動と経済性の評価(課題番

号:22780197) Jの助成を受けたものである O

(注)

1) BCS (Body Condition Score)は.'fL午のf村!日lJ)jの読むlを.1 

(侵せすぎ) ~5 (太りすぎ)まで段階的に分JJlilFfilliする方

法で、ある。 BSCは飼料の摂取)，f:と，県取した去riJ半、|の栄主主バ

ランスの状態を表現するものであり， j)!i.'fL:，::と主~~~ ~-(i 効~{~~を

lr~大にする一方で，代詩1.F!}:~;!~:等の疾病を減少させるための

m裂な :ì~'J甲子;1;である((抗)全|まl家夜道産物i釘生指導協会

1999)。
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