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倫理的消費を通じたアニマルウェルフェアおよび
食品リサイクル推進の可能性

岩　　本　　博　　幸*

要約：本稿の課題は，アニマルウェルフェアに配慮した畜産物生産の推進およびグリーン購入を通じ
た食品廃棄物・食品ロスのリサイクル推進の可能性について，豚肉を事例に消費者評価分析から検討
することにある。豚肉の選択実験を実施し，ランダムパラメータ・ロジットモデルによる消費者評価
の定量的な分析を試みた結果，以下の 3 点が明らかとなった。
　第 1 に，消費者はエコフィード（EF）表示，アニマルウェルフェア（AW）表示を肯定的に評価
しており，消費者評価額は EF 表示が 18 円，AW 表示が 22 円となった。第 2 に，AW 表示は，概ね
どの消費者においても肯定的な評価がなされているのに対し，EF 表示は肯定的に評価する消費者と
否定的に評価する消費者に大きく分かれることが示唆された。第 3 に，AW 表示については，普及
啓発に取り組むことにより，WTP を高める可能性があることが示唆された。

キーワード：選択実験，倫理的消費，エコフィード，アニマルウェルフェア

Ⅰ．　は じ め に

　本稿の課題は，倫理的消費を通じたアニマル
ウェルフェア配慮型畜産の推進および食品廃棄
物・食品ロスのリサイクル推進の可能性につい
て，豚肉を事例に消費者評価分析から検討するこ
とにある。
　近年，環境問題，貧困問題，児童労働問題，ジェ
ンダーに関する問題など社会問題の解決に積極的
に取り組む企業の商品購入を通じて，自らも問題
解決に参画していこうとする倫理的消費行動が注
目されつつある。倫理的な消費行動については，
1970 年代ごろからコーズリレーテッド・マーケ
ティングとして企業がマーケティングに取り入れ
始め，近年では『企業の社会的責任（CSR : Corpo-

rate Social Responsibility）』として社会問題への関与
を深めていく中で，服飾，化粧品をはじめ様々な
商品カテゴリーにおいて市場が形成されつつある。
　農畜産物および食品の生産も，環境問題や貧困
問題など多くの社会問題と密接に関係している。
農薬・化学肥料の多投による環境問題への懸念と

有機農業，途上国における貧困や児童労働問題と
フェアトレード，遺伝子組換え技術と遺伝子組換
え作物不使用表示など，これらの社会問題とその
対応の多くは，単なる食品安全性や食味といった
実利的な観点とは異なる基準，環境倫理や生命倫
理という倫理的側面が消費者の選択行動の背景に
存在していることを示唆していると考える。氏家

（2013）は，①環境保全属性，②動物福祉属性，③
資源管理属性，④フェアトレード属性，⑤地域農
業属性の 5 つの属性からなる公共財的属性に対す
る消費者評価では利他性の強い「おもいやり」と
いった倫理的側面が重要な意味を持つことを指摘
している。
　本稿では，倫理的消費行動が生じうる農畜産物
として，養豚におけるエコフィードの使用および
アニマルウェルフェアに着目した。エコフィード
は食品廃棄物および食品ロスを再資源化した家畜
飼料であり，消費者の環境倫理に関わることが予
想される。また，アニマルウェルフェアは家畜の
生理的欲求を妨げることなく，苦痛・恐怖を取り
除くことに配慮することを目指す飼養管理の考え
方であり，消費者の生命倫理などに関わることが* 東京農業大学国際食料情報学部
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予想される。エコフィードの活用とアニマルウェ
ルフェアへの配慮に対する消費者評価を明らかに
することは，倫理的消費を通じて食料生産に密接
にかかわる社会的課題解決の可能性を検討するう
えで有用な知見を提供しうると考える。
　具体的な分析課題は以下の 2 点に要約される。
第 1 に，アニマルウェルフェアに配慮した生産に
関するアニマルウェルフェア表示，エコフィード
の活用に関するエコフィード表示が付加された豚
肉に対する消費者評価を評価額として定量的に求
めること。第 2 に，追加的なアニマルウェルフェ
アおよびエコフィードに関する情報提供が消費者
評価に与える影響を定量的に求めることである。

Ⅱ．　エコフィードおよびアニマルウェルフェ
アの概要

⑴　エコフィードの概要
　エコフィードとは，食品循環資源を利用して加
工処理されたリサイクル飼料である。ここでいう
食品循環資源とは，食品製造業で発生する食品製
造副産物や，売れ残りなどの理由による余剰食品
といった食品ロス，調理残さなどを指す。エコ
フィードという言葉自体は，環境や節約を意味す
る＂eco＂と飼料を意味する＂feed＂をあわせた造
語である。
　エコフィードの名称は，（社）配合飼料供給安定
機構が平成 19 年 6 月 15 日に商標登録し，平成 26
年 10 月 1 日からは，（公社）中央畜産会（以下，中

央畜産会）が引き継いでいる。中央畜産会が保有
しているエコフィード認証表示を飼料に貼付する
には，平成 21 年 3 月より開始したエコフィード
認証制度の認証が必要である（図 1）。（一社）日本
科学飼料協会のエコフィード認証運営員会が認証
業務にあたっており，①食品循環資源の利用率が
20％以上であること。②原材料の保管，製造工程
や品質の管理等を内容とする飼料業務管理規則等
が定められていること。③製品の栄養成分が把握
されていることなどが認証の条件となっている。
飼料としての形態は多様であり，粉砕・配合に
よって製造されるものから，サイレージ発酵処理

を行うもの，発酵処理したものをさらに液状飼料
とするものなどがある。平成 28 年 4 月現在で，
23 業者 41 製品のリサイクル飼料がエコフィード
として認証を受けており，主に給餌対象となる家
畜は，牛，豚，採卵鶏となっている。その中でも
41 製品中 21 製品が豚用のエコフィードとして認
証を受けている。
　中央畜産会では，エコフィード認証表示を飼料
だけでなく，エコフィードを利活用して生産され
た畜産物に対しても貼付できるよう，「エコフィー
ド利用畜産物」認証事業を行っている。平成 28
年 7 月末現在で 8 製品が「エコフィード利用畜産
物」としての認証を受けた。
　農林水産省は，食品リサイクル推進と飼料自給
率向上の 2 つの観点からエコフィードの利活用拡
大を支援している。食品リサイクル法において
は，肥料化と並ぶ重要な循環利用にエコフィード
を位置付けており，飼料自給率向上の観点では，
輸入飼料の代替飼料としてエコフィードを位置付
けている。平成 28 年度には，エコフィード増産
対策事業として，1 億 7,000 万円の事業規模で「エ
コフィード利用畜産物差別化促進事業」「食品残
さ等飼料利用体制構築事業」「エコフィード生産
拡大支援事業」を展開している。
⑵　アニマルウェルフェアの概要

　アニマルウェルフェアは，家畜の生理的欲求を
妨げることなく，苦痛・恐怖を取り除くことに配
慮することを目指す飼養管理の考え方であり，わ
が国では家畜福祉の訳語が充てられることもある。
　アニマルウェルフェアの概念自体は 18 世紀末
のイギリスにおけるベンサム流功利主義賛同者に
よる動物愛護運動にまで遡ることができるが，畜

図 1　エコフィード認証表示
（注）（公社）中央畜産会の許諾を得て使用した。
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産において現代に直接つながるアニマルウェル
フェアが提起されたのは，イギリス政府諮問機関

「農用動物福祉審議会」が 1965 年に答申したブラ
ンベルレポートで提唱された「5 つの自由」概念
である。ここでいう「5 つの自由」とは，「立つ」

「寝る」「向きを変える」「身繕いをする」「手足を
伸ばす」自由を指し，その後，1993 年のイギリス

「農用動物福祉審議会」答申を経て EU における
アニマルウェルフェアの一般指針となる「5 つの
自由」原則の原型となった。現在の「5 つの自由」
原則は，具体的には「飢えと渇き，栄養欠如から
の自由」「不快からの自由」「痛み，障害，疾病か
らの自由」「正常行動を発現できる自由」「恐怖や
苦悩からの自由」から構成されている1）。
　わが国の家畜生産におけるアニマルウェルフェ
アについては，（公社）畜産技術協会および（一社）
日本馬事協会が2007年から2010年にかけて乳牛，
肉牛，豚，ブロイラー，採卵鶏，馬の 6 畜種に関
する「アニマルウェルフェアの考え方に対応した
飼養指針」を策定している。その他いくつかの動
物愛護団体や生産者団体，学術団体などの民間団
体によるアニマルウェルフェアの議論は試みられ
ているものの，有機農畜産物やエコフィードのよ
うな統一的な認証制度を確立するには至っていな
い状況にある。

Ⅲ．　分析方法およびデータ

⑴　分析方法
　アニマルウェルフェアに配慮して生産された畜
産物，あるいは，エコフィードを活用した畜産物
に対する消費者評価を購買行動から明らかにする
には，その取り組みに関する情報が商品選択時に
消費者へ適切に伝わっている必要がある。しか
し，アニマルウェルフェアへの配慮については，
統一的な認証制度ならびに表示制度が存在してい
ない。また，エコフィードについては，エコ
フィードを活用した畜産物を認証する認証制度と
認証マークが制定されているものの，消費者評価
分析に耐えうるほどの流通量にはないと考えられ
る。また，本稿では追加的な情報提供による普及

啓発の効果を定量的に評価することも分析課題と
している。そこで，本稿では，仮想的な商品属性
の消費者評価や仮想的な購買状況の設定が可能な
選択実験（Choice Experiment）を分析方法として
採用した。
　アニマルウェルフェアの消費者評価分析に選択
実験を適用した事例は，スウェーデンにおけるブ
ロイラーの移動式と畜施設導入によるアニマル
ウェルフェアの評価を試みたCarlson et al. （2007）

など海外を事例とした研究は散見されるものの，
国内の畜産を対象にした研究は有機畜産物の条件
の 1 つとして取り上げた Managi et al. （2008）が
見られる程度である。
　有機や減農薬・減化学肥料，生態系保全，CO2

排出抑制など環境配慮型の技術を適用して生産さ
れた農畜産物の消費者評価に選択実験を適用した
研究事例は多数ある2）。しかし，食品廃棄物や食
品ロスを対象とした事例研究は豆腐製造から生じ
る，おからや大豆ホエーの利活用に配慮した豆腐
に対する消費者評価を試みた岩本（2013）などが
ある程度で，十分な研究蓄積があるとは言い難い
状況にある。エコフィードの消費者評価分析を選
択実験の適用により試みた研究も斎藤ほか（2009）

が見られる程度である。斎藤ほか（2009）では本
稿と同様，豚肉を対象とし，エコフィード属性の
他，産地属性，価格属性によるプロファイルを設
定して消費者評価を試みている。斎藤ほか（2009）

では産地属性が国産と米国産であるのに対し，本
稿ではデンマーク産を追加設定して各産地をより
相対的に評価することを試みる点に特徴がある。
また，本稿ではエコフィードだけではなくアニマ
ルウェルフェア属性を設定することによって，消
費者による両属性の評価を相対的に捉える点に特
徴がある。
⑵　評価対象属性の設定

　本稿では，評価対象財を豚肉（ももスライス）と
した。養豚は他の畜産と比較して，エコフィード
の利活用が多く，アニマルウェルフェア議論が他
の畜産と同様に進んでいる分野である。また，回
答者が想定する購買状況の違いで評価がバラつか
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ないように，回答者が直面する購買状況を「日常
的に食べる豚肉の購入時」に限定した。スーパー
等での実売状況の調査から得られた知見をもとに
評価対象財を構成する属性として，以下の 4 点を
設定した。属性と水準についてまとめたものを表
1 に示す。
　第 1 に，原産地表示を属性として設定した。回
答者に提示した産地属性は「国産」「米国産」「デ
ンマーク産」の 3 水準である。外国産については，
輸入量やスーパー等での実売状況を参考に，その
国でアニマルウェルフェアおよびエコフィードに
準ずる取り組みが行われていることを考慮して設
定した。これら 3 水準は選択肢固有定数項（ASC : 

Alternative Specific Constant）とした3）。
　第 2 に，アニマルウェルフェア表示を属性とし
て設定した。回答者に提示したアニマルウェル
フェア表示は「表示あり」「表示なし」の 2 水準
である。アニマルウェルフェアに配慮して生産さ
れた畜産物であることを認証する表示は，複数の
家畜生産団体や動物愛護団体等がそれぞれ独自に
定めている状況にあることから，本稿では特定の
団体による認証表示ではない調査票用のマークを
作成した4）。
　第 3 に，エコフィード表示を属性として設定し
た。回答者に提示したエコフィード表示は「表示
あり」「表示なし」の 2 水準である。食品ロスを
利活用した家畜飼料については，（一社）日本科学
飼料協会のエコフィード認証運営員会が認証し，
適合した飼料および飼料を給餌して生産された畜

産物を中央畜産会が認証して商品に貼付すること
ができるエコフィード認証表示制度がある。本稿
の調査票にもこの認証表示制度に適合したエコ
フィードを使用して生産された畜産物として，エ
コフィード表示を使用した。本稿でアンケート回
答者に提示したエコフィード表示は，中央畜産会
の承諾を得て，同会保有のエコフィード認証表示
をそのまま提示した。
　第 4 に，100 g あたりの販売価格を属性として
設定した。90 円，190 円，290 円，390 円の 4 水
準である。
　評価対象属性を組み合わせた 3 パターンの豚肉
のプロファイルに「どれも買わない」を加えた 4
つの選択肢を図 2 に示すような 1 つのチョイス・
セットとした。原産地表示を除く 3 属性の水準内
容が異なる 16 のチョイス・セットを直交計画に
したがって作成し，2 群に分割した回答者に 8 回
の繰り返し質問として提示した。チョイス・デザ
インの結果を表 2 に示す。
⑶　分析モデル

　本稿では，分析モデルにランダムパラメータ・
ロジットモデル（RPL  : Random Parameters Logit 

Model）を用いる。通常のロジットモデルでは，
効用関数の確定効用を規定する各説明変数のパラ
メータは一定としている。RPL では，回答者に
より確定効用が異なることを許容する。したがっ
て，回答者 i が選択肢 j を選んだときの確定効用
Vji は，⑴式のようにあらわすことができる。

　　　Vji＝（ βj＋δj zi＋σjwji）Xj  ⑴

表 1　評価対象属性一覧
属性 水準

産地属性 ①　国産
②　米国産
③　デンマーク産

アニマルウェルフェア表示 ①　あり
②　なし

エコフィード表示 ①　あり
②　なし

価格属性（100 g 当たり） ①　  90 円
②　190 円
③　290 円
④　390 円 図 2　チョイスセット例
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このとき，βj は j 番目の選択肢における各属性の
平均パラメータ，zi は本稿では追加情報を受けた
か否かを表す回答者属性，δj は回答者属性により
Vji をシフトさせる平均シフトパラメータを意味
する。回答者間の Vji の違いは特定の分布にした
がう確率項 wji とその標準偏差パラメータ σj，各
属性ベクトル Xj であらわされる。本稿では Vji

の形状を最も一般的な線形とし，原産地表示，エ
コフィード表示，アニマルウェルフェア表示，価
格の各属性の平均パラメータと追加的な情報提供
の有無の違いによる平均シフトパラメータ，標準
偏差パラメータを計測した5）。パラメータの推定
は Economic Software 社の NLOGIT ver. 5 を用
いた6）。
　計測結果より平均値としての評価額は，⑵式か
ら補償余剰として求められる。

　　　CS＝－1/βprice（VC－VN）  ⑵

このとき，βprice は価格のパラメータ，VC は基準
となる現状での効用，VN は基準から変化後の効
用を表す。
⑷　データ

　選択実験データは株式会社マクロミルによるイ
ンターネット調査を利用して 2013 年 12 月に収集

した。調査対象者は，東京都在住の 20 歳以上の
男女とした。回答者数は 691 人，5,528 サンプル
を分析に用いた。回答者における女性の割合は
57.6％，平均年齢は 45.6 歳，婚姻率は 66.1％，有
子率は 53.7％であった。
　追加的な情報提供による普及啓発の効果を定量
的に評価するために，インターネット調査では，
日常的な購買状況と同様，アニマルウェルフェア
およびエコフィードに関する説明を受けずに選択
実験に臨む回答者（以下，対照群）と追加的な説
明を受けて選択実験に臨む回答者（以下，実験群）

にランダムに割り付けてデータを収集した。これ
により日常的な購買状況を模した状態での消費者
評価を明らかにすることができるとともに，普及
啓発活動により追加的な情報を得た場合に消費者
評価が変わり得るのかについて分析モデルにおい
て明示的に分析することが可能となる。追加情報
を与えたグループの回答者数は 349 人，追加情報
を与えなかったグループの回答者数は 342 人で
あった。
　追加情報として実験群の回答者に提示したアニ
マルウェルフェアを解説した画面を図 3 に，エコ
フィードを解説した画面を図 4 に示す。アニマル
ウェルフェアについては，定義の説明の他，選択

表 2　全選択肢集合

Group No.
国産豚肉 米国産豚肉 デンマーク産豚肉

エコフィード アニマル
ウェルフェア 価格 エコフィード アニマル

ウェルフェア 価格 エコフィード アニマル
ウェルフェア 価格

A   1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8

─
─
─

E.F.
─
─

E.F.
E.F.

A.W.
A.W.
A.W.
A.W.
A.W.
─
─

A.W.

190 円
290 円
390 円
390 円
  90 円
190 円
390 円
290 円

E.F.
E.F.
─

E.F.
─
─
─
─

A.W.
─
─
─

A.W.
─

A.W.
─

290 円
390 円
290 円
190 円
390 円
  90 円
390 円
  90 円

E.F.
E.F.
─

E.F.
─

E.F.
E.F.
─

─
A.W.
A.W.
─
─

A.W.
A.W.
─

290 円
390 円
  90 円
190 円
190 円
190 円
290 円
290 円

B   9
10
11
12
13
14
15
16

E.F.
─

E.F.
─

E.F.
─

E.F.
E.F.

A.W.
─
─
─
─
─
─

A.W.

190 円
390 円
290 円
  90 円
  90 円
290 円
190 円
  90 円

─
E.F.
E.F.
E.F.
─
─

E.F.
E.F.

A.W.
A.W.
A.W.
─
─

A.W.
─

A.W.

190 円
  90 円
290 円
190 円
290 円
190 円
390 円
  90 円

─
─
─
─

E.F.
E.F.
─

E.F.

A.W.
─

A.W.
A.W.
─
─
─

A.W.

390 円
390 円
190 円
290 円
390 円
  90 円
  90 円
  90 円

（注）1）直交計画で作成した 16 のチョイスセットを 8 セットづつに分割し，2 グループの回答者に 8 回の質問を提示した。
2）実際の調査票では，「購入しない」を加えた 4 種の選択肢を提示した。
3）価格は 100 g 当たりの価格とした。
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実験でのアニマルウェルフェア表示が「5 つの自
由」を満たして生産された畜産物であることを意
味する説明を実験群の回答者に提示した。また，
エコフィードについては，食品ロスの解説，エコ
フィードの定義の説明を実験群の回答者に提示し

た。実験群，対照群の両回答者に共通して提示し
た選択実験説明画面を図 5 に示す。

Ⅳ．　分 析 結 果

⑴　RPLモデル推定結果
　RPL モデルによる推定結果を表 3 に示す。モ
デルの当てはまりを示す自由度修正済みの ρ2 は
0.404 となり，この種のモデルでは満足すべき水
準となった7）。
　価格属性の平均パラメータについては，有意水
準 1％で有意であり，符号は負であった。価格上
昇に伴って，選択確率が低下することを意味して
いる。本稿では，原産地ごとの価格パラメータと
して推定した結果，推定値に大きな差異は認めら
れなかった。平均値としては，どこの産地であっ
ても価格変化に対して，回答者は，ほぼ同様の反
応をすることが示唆された。しかし，変動係数に
着目すると，米国産，デンマーク産に比べて国産
の価格に対する回答者の評価はバラついているこ
とが示唆された。
　原産地表示については，国産，米国産，デンマー
ク産に関する ASC のパラメータが，すべて有意
水準 1% で有意であり，符号は正であった。パラ
メータの大小関係から，回答者の原産地表示に対
する選好順序は，国産，米国産，デンマーク産と
なった。現実の市場における各原産地の評価を概
ね反映した結果が得られた。また，変動係数に着
目すると，外国産が国産よりも大きく，回答者の
評価にバラつきがあることが示唆された。
　アニマルウェルフェア表示およびエコフィード
表示については，有意水準 1％で有意であり，符
号は正となった。アニマルウェルフェア表示およ
びエコフィード表示が付加された豚肉の選択確率
は高まり，両表示は回答者に肯定的に評価されて
いることを意味している。パラメータの大小関係
に着目すると，回答者はエコフィード表示に比べ
てアニマルウェルフェア表示を高く評価している
ことが示された。また，変動係数については，ア
ニマルウェルフェア表示に比べてエコフィード表
示の変動係数の値が大きい。したがって，エコ

図 3　アニマルウェルフェア解説画面

図 4　エコフィード解説画面

図 5　共通導入画面
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フィードに対する回答者の評価は平均値としてみ
ると肯定的に評価されているものの，個々の回答
者による評価には，バラつきが大きいことが示唆
された。
　エコフィードおよびアニマルウェルフェアに関
する追加的な情報提供を受けた回答者群を 1 とす
るダミー変数を回答者属性に取り入れて，追加的
な情報提供による普及啓発の効果を平均シフトパ
ラメータとして推定した。アニマルウェルフェア
表示については，有意水準 1％で有意であり，符
号は正となった。追加的な情報を提供された回答
者はアニマルウェルフェア表示が付与された豚肉
の選択確率が高まることを意味している。
⑵　消費者評価額の推計

　RPL モデルの推定結果をもとに，各属性の評価
額を推計した結果が表 4 である。実店舗での実勢
販売価格を参考に，国産豚肉（ももスライス）100 g
あたり 250 円と仮定すると，米国産豚肉は 98 円，
デンマーク産豚肉は 65 円となった。評価額にお
いても，国産，米国産，デンマーク産の選好順序
は現状を反映した結果となったが，国産との相対
的な米国産，デンマーク産の評価額の差は現実よ

りも若干，大きく推計された。
　エコフィード表示の評価額は 18 円，アニマル
ウェルフェア表示は22円となった8）。このことは，
両表示が付加されることにより，豚肉の評価が高
まることを意味している。一方で，食品ロスの再
資源化という環境対応への関心よりも，動物福祉
への関心の方が相対的に高く，支払意志に結びつ
いていることが示された。
　追加的にアニマルウェルフェアに関する情報提
供を受けた回答者におけるアニマルウェルフェア
表示の評価額は 16 円増の 38 円となった。このこ
とは，アニマルウェルフェアに関する情報提供を
しないままに表示を豚肉に付加するよりは，普及

表 3　計測結果
（A）平均パラメータ 係数 標準誤差 95％信頼区間 変動係数
　国産価格 －0.0150*** 0.0007 －0.0163 －0.0138 －1.4169
　アメリカ産価格 －0.0155*** 0.0008 －0.0169 －0.0140 －0.7225
　デンマーク産価格 －0.0116*** 0.0006 －0.0128 －0.0104 －0.2756
　国産表示 　5.0736*** 0.1599 　4.7603 　5.3870 　0.4003
　アメリカ産表示 　2.8334*** 0.1528 　2.5340 　3.1328 　0.8331
　デーンマーク産表示 　2.0635*** 0.1466 　1.7763 　2.3507 　1.3015
　エコフィード表示 　0.2647*** 0.0957 　0.0772 　0.4522 　6.6063
　アニマルウェルフェア表示 　0.3270*** 0.0944 　0.1421 　0.5120 　3.3899

（B）平均シフトパラメータ
　エコフィード：追加情報 －0.0673 0.1288 －0.3197 　0.1852
　アニマルウェルフェア：追加情報 　0.2495** 0.1225 　0.0094 　0.4895

（C）標準偏差パラメータ
　国産価格 　0.0213*** 0.0011 　0.0192 　0.0234
　アメリカ産価格 　0.0112*** 0.0015 　0.0082 　0.0141
　デンマーク産価格 　0.0032* 0.0017 －0.0002 　0.0066
　国産表示 　2.0311*** 0.2229 　1.5942 　2.4679
　アメリカ産表示 　2.3605*** 0.2105 　1.9478 　2.7731
　デーンマーク産表示 　2.6855*** 0.1945 　2.3043 　3.0668
　エコフィード表示 　1.7486*** 0.1481 　1.4584 　2.0388
　アニマルウェルフェア表示 　1.1086*** 0.1677 　0.7799 　1.4373

サンプル数 5,528
Maximum Log Likelihood －4565.14
Adjusted ρ2 0.4043

（注）*** は 1％，** は 5％，* は 10％の有意水準で有意であることを意味する。

表 4　評価額推計結果
国産価格（基準） 250円/100 g

米国産   98円/100 g

デンマーク産   65円/100 g

エコフィード表示 18 円

アニマルウェルフェア表示 22 円

アニマルウェルフェア表示
（追加情報を得た回答者） 38 円

（注）国産 250 円/100 g を基準としたときに選択確率が
等しくなる価格として評価額を推計。
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啓発に取り組むことにより，消費者のアニマル
ウェルフェアに対する理解を深め，WTP を高め
る可能性があることを示唆している。
　RPL モデルでは回答者ごとのパラメータの推
定が可能である。回答者ごとのエコフィード表示
およびアニマルウェルフェア表示に対する消費者
評価額を求めた結果を表 5 に示す。両表示とも，
すべての回答者の WTP が正ではなく，否定的な
評価をしている回答者もいることが示されてい
る。しかし，アニマルウェルフェア表示について
は，WTP が負の回答者の割合が 10％であるのに
対し，エコフィード表示では 35％の回答者が負
の WTP となった。したがって，アニマルウェル
フェア表示は，概ねどの消費者においても肯定的
な評価がなされているのに対し，エコフィード表
示は肯定的に評価する消費者と否定的に評価する
消費者に大きく分かれることが示唆された。斎藤
ほか（2009）でも同様の結果が示されており，そ
の要因の一つとして，食品リサイクルによって製
造されるエコフィードの安全性に対する懸念や食
品リサイクルに対する心理的抵抗感を挙げてい
る。しかし，一方で斎藤ほか（2009）がエコフィー
ドの評価を高める方法として挙げている消費者へ
の普及啓発については，本稿の分析では，その効
果について統計的に有意な結果が得られなかっ
た。したがって，環境配慮という倫理的な消費行
動を通じたエコフィードの普及拡大には限界があ
ることが推察される。

Ⅴ．　お わ り に

　本稿の課題は，倫理的消費を通じたアニマル
ウェルフェア配慮型畜産の推進および食品廃棄
物・食品ロスのリサイクル推進の可能性につい
て，豚肉を事例に消費者評価分析から検討するこ
とにあった。原産地表示，エコフィード表示，ア
ニマルウェルフェア表示，価格からなる豚肉の選
択実験を実施し，ランダムパラメータ・ロジット
モデルによる消費者評価の定量的な分析を試みた
結果，以下の 3 点が明らかとなった。
　第 1 に，消費者はエコフィード表示，アニマル
ウェルフェア表示を肯定的に評価している。しか
し，エコフィード表示に比べてアニマルウェル
フェア表示に対する消費者の評価が相対的に高い
ことが示された。貨幣評価額としては，エコフィー
ド表示が 18 円，アニマルウェルフェア表示が 22
円となった。
　第 2 に，アニマルウェルフェア表示は，概ねど
の消費者においても肯定的な評価がなされている
のに対し，エコフィード表示は肯定的に評価する
消費者と否定的（消極的）に評価する消費者に大
きく分かれることが示唆された。
　第 3 に，アニマルウェルフェア表示においては，
普及啓発に取り組むことにより，消費者のアニマ
ルウェルフェアに対する理解を深め，WTP を高
める可能性があることが示唆された。
　以上の分析結果から，消費者はアニマルウェル
フェアに配慮した畜産物生産の推進および食品廃
棄物・食品ロスのリサイクル推進に取り組む養豚
業者を支持し，優先的にエコフィード表示，アニ
マルウェルフェア表示が付加された豚肉を購入す
る意志を有していることが示された。このこと
は，消費者の食品購買行動に，食味等の品質とは
異なった倫理的な選択基準が存在していることを
示唆していると考える。特に，統一的な表示基準
が制度的に整備されていないアニマルウェルフェ
アが表示基準を持つエコフィードよりも高い関心
を集めていることから，アニマルウェルフェアに
配慮した畜産物生産の推進をはかるうえで，統一

表 5　評価額の回答者分布

エコフィード表示 アニマル
ウェルフェア表示

Minimum －593 －1,029
1% －154 －40
5% －53 －9

10% －36 －1
30% －7 20
50% 15 35
70% 45 51
90% 100 113
95% 144 162
99% 411 331

Maximum 11,884 3,323

（注）単位は円。回答者の個人別係数から推計した評価額を昇
順に並べ替えたときの各点に対応する評価額である。
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的な表示基準を制度的に整備していくことが有効
だと考える。また，本稿の分析結果から，アニマ
ルウェルフェアについては，その定義と認証基準
に関する情報を積極的に消費者に提供していく普
及啓発の有効性が示唆されており，その評価をさ
らに高めることも可能と考える。
　一方で，エコフィード表示に対する消費者の評
価は肯定的ではあるものの，その評価のバラつき
が大きく，賛否が分かれていることが示唆された。
環境配慮という倫理的な消費行動を通じたエコ
フィードの普及拡大には限界があることが推察さ
れる。したがって，倫理的な消費行動に期待する
だけでなく，エコフィードの使用を通じて食味や
栄養に関する付加価値化をはかるという視点も普

及拡大においては重要であろう9）。
　なお，わが国の消費者がアニマルウェルフェア
に抱く倫理観は，欧米の消費者の倫理観とは大き
く異なることが指摘されており，本稿の消費者評
価が，いかなる倫理的背景によってもたらされた
ものであるのかは，別途解明する必要があると考
える10）。また，環境配慮の倫理的背景についても
同様である。これらの分析については，今後の課
題としたい。

付　記
　本稿は科学研究費補助金・若手研究（B）（課題番

号：21780213）による研究成果の一部である。

　　注

1）　EU のアニマルウェルフェアについては，松木・
永松編（2004）に詳しい。

2）　有機や減農薬・減化学肥料を対象とした事例に中
村ほか（2007），大浦ほか（2002）など，生態系保
全を対象とした事例に合崎（2005）など，CO2 排出
抑制を対象とした事例に冨田ほか（2015）など，家
畜排せつ物処理を対象とした事例に岩本（2004）な
どがある。

3）　Choice Modeling で実施する Choice Experiment
の Choice Set の設計では，すべての属性水準の組
み合わせが変化する Unlabeled タイプと選択肢に固
有の意味づけがなされる Labeled タイプがある

（Hensher et al. （2005））。本稿では，選択肢ごとに
産地表示を付与した Labeled タイプとして設計して
いる。

4）　本稿が対象としているアニマルウェルフェアの概
念は，イギリスの政府諮問機関「農用動物福祉審議
会」が 1993 年に提示した「5 つの自由」原則にし
たがった。

5）　wij の確率分布は任意に定めることができる。原
産地表示とエコフィード表示，アニマルウェルフェ
ア表示については，（0，1）のダミー変数であること
から一様分布を，価格属性については，分布の裾が
長くなることによりパラメータの符号の逆転が生じ

るのを避けるために三角分布を仮定した（Hensher 
et al. （2005））。

6）　RPL では，個人の選択確率を代数的に導くこと
が難しいため，シミュレーションで近似している。
本稿の推定ではハルトン・ドローによるシミュレー
ション結果を用いてシミュレーション対数尤度関数
を最大化している。本稿の推定の手順は Hensher 
et al. （2005），斎藤ほか（2009），佐藤・岩本（2008）
に従った。

7）　Hensher and Johnson（1981）では，Discrete model
の場合，修正 ρ2 が 0.3 程度あれば適当なモデルの
フィットであるとしている。

8）　エコフィード表示およびアニマルウェルフェア表
示の評価額は国産価格パラメータを用いて推計して
いる。

9）　類似の事例として，小田急商事（株）が商標登録
し，グループ内の百貨店，スーパーで販売している
エコフィード飼養豚「優とん」は，乳酸発酵による
エコフィード飼料由来の肉質向上のほか，オレイン
酸に富み，低コレステロールといった付加価値によ
りブランド化を試みている。

10）　アニマルウェルフェアに対する倫理的背景の違い
についての解説は佐藤（2005）を参照のこと。

　引用・参照文献
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Consumers’ Willingness-to-Pay for Animal Welfare 
and Eco-Feed on Pork Meat Consumption in Japan

Hiroyuki IWAMOTO (Tokyo University of Agriculture)

　　The purpose of  this study  is  to examine  the  importance of animal welfare and Eco-Feed  in Japanese 
consumersʼ pork purchasing decisions. The Choice Modeling (Random Parameter Logit Model) is used in order 
to quantify the impact of additional information on welfare change associated with the change in the level of 
food recycling information, animal welfare information, local origin label and prices attribute for the sample of 
Japanese consumers.  In  this study,  two-armed trial was applied  in choice experiments. Respondents were 
assigned  to  two groups. One group of  respondents were provided with some general  information of pork 
production. The other group was provided with additional information of pork production. This paper focuses 
on Eco-Feed system and animal welfare. Eco-Feed means animal feed utilizing food residues, and is one of the 
most  effective methods of  food  recycling. But,  some retailers have concerns about  consumersʼ negative 
perception  for Eco-Feeding because of  the use of  food residues. Consumer have a positive perception of 
additional animal welfare  information and  local origin  label. But  the additional Eco-Feed  information  is not 
significant. The results suggest that the effect of additional Eco-Feed information on pork consumption is limited.

Key words : Choice Experiment, Ethical Consumption, Eco-Feed, Animal Welfare
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