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要約 

この論文では現在推定 2000 万人いるといわれている花粉症の中でも特にその 7 割を占める

というスギ花粉症におよびこれがもたらす損害について考えていく。その現状に始まり、花粉

症による経済損失や、アンケートを用いた実害などを用いてその被害の大きさを示し、そして

その対策として我々は花粉症税の導入の提案をしたいと考える。 

第１章では花粉症の実態について述べていく。原因となる花粉の多くなる要因が前年の夏の

気温などによること、アレルギー反応の一種である花粉症という病気のメカニズム、2000 万人

を上る患者数、近年の花粉飛散量などの花粉症の現状について詳しく調べている。年々花粉症

患者が増加している要因は、スギ花粉が増加しただけではなく幼児期の過保護による免疫力の

低下や、それによる低体温の増加、ストレス社会による免疫バランスの崩れや住環境・食生活

の変化(偏食や外食の増加)、大気汚染や舗装道路により土の中に染み込むはずの花粉がアス

ファルトの上に残り続けていることも要因の 1 つである。また、花粉症は未だにその根本原因

が解明されていない。そのため都道府県別の人工スギの大きさと有病率の関係性はあまりない

と考えられる。そのためスギ人工林比率が低い山梨の有病率が最高となっていたりする。 

第２章では、花粉症対策の現状について、先行研究を中心に調べていく。現在の花粉症対策

は国や東京都はその体制を整えているが地方の対策はより力が入れられていない。都はスギ林

自体の数は多くないものの大気汚染などの増加要因があるため地方より意欲的なのである。だ

がしかし花粉症患者は現在もなお年々増えており、その花粉症対策は上手く動いているとは思

えない。そこで花粉症対策の問題点をあげていく。その問題点とは主に財源によるところが大

きい。花粉症はその規模の大きさに反して対策が重要視されてはいないのである。このような

ことを主軸にどうすれば有効な花粉症対策を行えるのかの道筋を明らかにする。 

第３章では花粉症のもたらす経済損失について、花粉関連商品の売上、個人消費の落ち込

み、花粉症にかかる医療費、花粉症による労働損失これらの４項目にわけて分析していく。花

粉症関連商品の売り上げとしては医薬品や目薬、マスクなどの売上、つまり本来他の消費や貯

蓄に回せたであろう損失をだす。個人消費の落ち込みではレジャー産業を引き合いにだし、花

粉症によってレジャーをする機会が減っていることを証明する。また医療費にいくらが使われ

ているのかということや、イギリス系製薬会社のグラクソ・スミスクラインが 2010 年に実

施したコンタック総合研究所によるアンケートからわかる労働損失の大きさをそれぞれだし

ていく。これらを通して花粉症による経済損失がどれだけ大きいかわかるようにまとめてい

る。 

また、第４章では独自にアンケートを取ることにより、花粉症による実際の被害の大きさと

いうものを紐解いていく。このアンケートからは花粉症患者がくしゃみ、鼻水、鼻づまりなど

の鼻炎症状と目のかゆみなどの結膜症状が一体１日にどのくらいのひどさなのか、またその症

状によってどの位の損害を受けているのか聞くことで、その実害の大きさがわかる。具体的に

花粉症があることで 1 人当たり１シーズンに 42,597 円、またそれをスギ花粉症の患者数で

ある 1400 万人分にすると 5963 億 5800 万円という規模になることが明らかとなった。 

そしてこれらのまとめとして第５章で我々は政策提言としてコースの定理に基づいた花粉症

税の提案をする。花粉症税の目的は花粉症の解決である。花粉症患者はもしも花粉症がな

くなるのであれば、花粉症による損失よりも尐ない額の費用を負担するはずである。ある
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いは、花粉症患者の側に権利がある場合、スギ林保有者が補償金、賠償金を払うというこ

とになる。しかし、現実には花粉症患者に権利はなく、スギ林保有者に補償金や賠償金を

払う必要はない。よって花粉症の根本的な解決のためには花粉症患者が費用を払う必要性

が生じるのである。花粉症の解決には花粉症患者が費用を払う必要性が生じる。それを民間

だけで行うことは不可能であるため、政府を介入させる。そのための道具として花粉症税

を導入するのだ。花粉症税は花粉症患者を対象に花粉症の薬など、かける対象が花粉症患

者であると分かりやすいものにかける。そしてその使い道は現在の花粉症対策の強化であ

る。税率についてはその対策に応じて、但し花粉の被害額よりも尐なくなるように考える

とする。 

そしてその花粉症税の具体的な使い道として、現在ある花粉の尐ない森林づくり対策事業

と花粉症税を組み合わせた新しい事業を提案する。その内容は協力金を 40 万円、60 万円、80

万円の 3 パターンに設定し、特に 2011 年度スギ花粉症の都道府県別有病率予測によると

50％を超えている都道府県は宮城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨・岐

阜・静岡・三重・京都・奈良・広島・徳島・愛媛・高知の 17 都府県について、スギ林を伐

採し、その跡地に尐花粉スギもしくは広葉樹を造林すれば 1ha 協力金を払うというものであ

る。花粉の飛散が多くなるのは樹齢 30 年以上のものであることがわかっている。林野庁の

データより、樹齢 19 年以上の人工のスギ林が日本には 58,660ha あることがわかる。その

中でこの 17 都道府県絞ると 26569ha になる。これを導入し、それぞれ、10 年 15 年 20 年と

いう期間を設定することで 1 シーズンにつき 10 億 6096 万、1 人当たり 76 円の税を払うこ

とで被害が収まることが予想される。つまり 1 人当たり１シーズンに 42,597 円、またそれ

をスギ花粉症の患者数である 1400 万人分にすると 5963 億 5800 万円という実際の被害額

よりも圧倒的に尐ない額で済むと考えられる。 

 こうして我々は花粉症税の導入によって現在の花粉症対策の問題点である財源の尐なさを解

決し、花粉の尐ない快適な環境作りを提供したいと考える。 
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はじめに 

この論文では現在推定 2000 万人いるといわれている花粉症の中でも特にその 7 割を占める

というスギ花粉症におよびこれがもたらす損害について考えていく。その現状に始まり、花粉

症による経済損失や、アンケートを用いた実害などを用いてその被害の大きさを示し、そして

その対策として我々は花粉症税の導入の提案をしたいと考える。 

第１章では花粉症の実態について述べていく。原因となる花粉の多くなる要因が前年の夏の

気温などによること、アレルギー反応の一種である花粉症という病気のメカニズム、2000 万人

を上る患者数、近年の花粉飛散量などの花粉症の現状について詳しく調べている。後半では

年々花粉症患者が増加している要因や都道府県別の人工スギの大きさと有病率の関係性につい

て細かくみている。 

第２章では、花粉症対策の現状について、先行研究を中心に調べていく。現在の花粉症対策

は国や東京都はその体制を整えているが地方の対策はより力が入れられていない。都はスギ林

自体の数は多くないものの大気汚染などの増加要因があるため地方より意欲的なのである。だ

がしかし花粉症患者は現在もなお年々増えており、その花粉症対策は上手く動いているとは思

えない。そこで花粉症対策の問題点をあげていく。その問題点とは主に財源によるところが大

きい。花粉症はその規模の大きさに反して対策が重要視されてはいないのである。このような

ことを主軸にどうすれば有効な花粉症対策を行えるのかの道筋を明らかにする。 

第３章では花粉症のもたらす経済損失について、花粉関連商品の売上、個人消費の落ち込

み、花粉症にかかる医療費、花粉症による労働損失これらの４項目にわけて分析していく。花

粉症関連商品の売り上げとしては医薬品や目薬、マスクなどの売上、つまり本来他の消費や貯

蓄に回せたであろう損失をだす。個人消費の落ち込みではレジャー産業を引き合いにだし、花

粉症によってレジャーをする機会が減っていることを証明する。また医療費にいくらが使われ

ているのかということや、イギリス系製薬会社のグラクソ・スミスクラインが 2010 年に実

施したコンタック総合研究所によるアンケートからわかる労働損失の大きさをそれぞれだし

ていく。これらを通して花粉症による経済損失がどれだけ大きいかわかるようにまとめてい

る。 

また、第４章では独自にアンケートを取ることにより、花粉症による実際の被害の大きさと

いうものを紐解いていく。このアンケートからは花粉症患者がくしゃみ、鼻水、鼻づまりなど

の鼻炎症状と目のかゆみなどの結膜症状が一体１日にどのくらいのひどさなのか、またその症

状によってどの位の損害を受けているのか聞くことで、その目に見えない実害の大きさを目に

見える数字として出していく。 

そしてこれらのまとめとして第５章で我々は政策提言としてコースの定理に基づいた花粉症税

の提案をする。花粉症税の導入によって現在の花粉症対策の問題点である財源の尐なさを解決

し、花粉の尐ない快適な環境作りを提供したいと考える。 
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第１章 花粉症の現状 

第1節 花粉について 
花粉の飛散は 2 月から 5 月上旬まで、中でもスギ花粉のピークは 3 月である(図１)。一

般的には最高気温が高めの日、雤上がりの翌日で天気がよい日、風が強く晴天で乾燥した

日、これらは飛散量が多いとされる。特に、春一番のような気温が高く暖かな南風の吹く

日は、花粉が多く飛散することとなる2。毎年の花粉の飛散量は、雄花の花芽が形成されるそ

の前年の夏の天候に影響される。前年の夏の気温が高く日射量が多いと、雄花の成長が促進さ

れるため花粉の量が多くなり、逆に気温が低く日射量が尐ないと、成長が鈍くなり花粉の量が

尐なくなる。スギは具体的にいえば、7 月から 8 月にかけて雄花になる細胞が分化して成長を

始めるが、このときの気象条件、日射量や気温、降水量などによって、雄花の量が変化し、こ

れによって翌年春の花粉量が変動するのである。気温が高く日射量が多いと花粉は多くなり、

逆に雤量が多く湿度が高いと花粉は尐なくなる。つまり、前年の 7 月が高温･尐雤（猛暑）で

あれば、翌年の花粉が多くなり、低温･多雤（冷夏）であれば花粉は尐なくなるという関係にな

る。 

 

 

                                                      
2 『花粉一口メモ』
(http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kanho/kafun/info/hitokuti/hitokuti_memo_
h23.pdf：情報最終確認日 2011/09/29) 
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第2節 スギ花粉症とは 

花粉症とは、花粉が体内に侵入することにより引き起こされるアレルギーの一種であ

る。主な症状としては鼻水・鼻づまり・くしゃみなどの鼻炎症状と目のかゆみ・充血・涙

の増加などの結膜炎症状である。その具体的な仕組みは以下の通りである。まず花粉症の

要因となる、スギなどのアレルゲンが体内に入ると、人間の持つ免疫システムである肥満

細胞の IgE 抗体と結合する。そうすると肥満細胞からヒスタミンなどの化学物質が出さ

れ、化学物質が血管や分泌腺作用し血管の拡張や分泌の増加が起こる。そして先程述べた

鼻炎症状と結膜炎症状として現れるのである 。これがスギ花粉症である。スギは中国の

一部にもあるが基本的には日本特有の木である。また中国の一部にあるといっても、その

数は日本と比べると尐なく、スギ花粉症が問題となっているのは、ほとんど日本だけだと

考えてよい。 

第 3 節 スギ花粉症患者について 
花粉症が初めて発見されたのは 1963 年のことである3。わずか 50 年ほど前からしかない

にも関わらず、その患者数は年々増え続けている。花粉症患者数は、正確な数字は分かっ

ていないが推定で約 2000 万人いるとされており、これは国民の約 6 人に 1 人にあたる4。

中でもスギ花粉症は、スギ林の面積が全国の森林の 18％、国土の 12％を占めているから

か、花粉症の患者の約 70％を占めるとされているため、1400 万人程度と推定される5。 

また、花粉と花粉症患者の関係は以下の図２及び図３からわかる。都が千代田区で行った

調査によると、花粉症の症状を訴えて受診しに来る人の数は、花粉の多い年は多く、尐な

い年は尐ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3 『花粉症患者実態調査報告書』(http:// 
www.fukushihoken.metro.tokyo.jp%2Fkanho%2Fkafun%2Ftorikumi%2Fjittai%2Fhoukokusy
o.pdf&ei=LaJ5To-yBvHnmAXVgfGlAQ&usg=AFQjCNFp09Psn1ne0fWpQFB8qMm9Se-
p2Q&sig2=FZ1mlAuw7U483KEJY_IQUA：情報最終確認日 2011/09/29) 

4 『花粉症ラボ』(http://kafun-labo.com/tisiki_kanjya_suu.htm: 情報最終確認日
2011/09/29) 

5 『厚生労働省 はじめに～花粉症の疫学と治療そしてセルフケア～』
(http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/kenkou/ryumachi/ookubo.html：情報最終確
認日 2011/09/29) 
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第４節 スギ花粉症増加患者の要因 
スギ花粉は軽いため、風に乗ると遠くから運ばれてくる。200 キロメートル以上離れたスギ

林から、花粉が都心まで飛んでくることもある。木材資源の確保などを目的として、昭和 20

年代から 40 年代までに全国でスギ・ヒノキの植林が行なわれ、平成 23 年現在、関東地方に約

36 万 ha のスギ林がある。しかし、国産の木材利用低迷などで伐採が進まず、花粉を多くつけ

る樹齢 30 年以上のスギ林が増加している。近年、スギ林面積はほとんど増加していないが、

伐採される割合が減り、樹齢の高い木が多くなってきているため(図４)、長期的にはスギ花粉

の飛散量は増加している6。このような花粉の飛散量の増加は図５を見てもわかるように花粉症

患者増加の大きな要因である。年々花粉症患者が増加している要因は、スギ花粉が増加しただ

けではない。幼児期の過保護による免疫力の低下や、それによる低体温の増加、ストレス社会

による免疫バランスの崩れや住環境・食生活の変化(偏食や外食の増加)、大気汚染や舗装道路

により土の中に染み込むはずの花粉がアスファルトの上に残り続けていることも要因の 1 つで

ある。また、花粉症は未だにその根本原因が解明されていない。現在は一応完治の可能な治療

法として抗原特異的免疫療法というものがある。しかし、この治療法では、完治する率は決し

て高くない上に、副作用の問題や治療に長い期間がかかるため、現在も新しい減感作療法の研

究が進められている。そのため根治できず、治療はその場しのぎとなってしまい患者数は増え

る一方なのである7。都会に花粉症患者が多いと言われるのは大気汚染や舗装道路が大きく関係

していると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
6 『花粉一口メモ』
(http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kanho/kafun/info/hitokuti/hitokuti_memo
_h23.pdf：情報最終確認日 2011/09/29) 

7 『花粉症のメカニズムと、花粉症の根本原因』(http://kahoon.seesaa.net/:情報最終確
認日 2011/09/29) 

http://kahoon.seesaa.net/
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また品種(地域性)によるところもある。関東に多い実生スギ造林は着花が旺盛で、20 年前後

で始まり、壮・老齢樹でも豊作年には多量に着花する。九州に多い、さし木スギ造林は着花性

が低いのである。 
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第 5 節 近年の花粉飛散量 
次にスギ花粉飛散情報(図６)をもとに近年の花粉飛散量について述べる。2000 年は大量飛散

日であったが、それなりに花粉飛散量は多かった。2001 年は寒暖の差が激しく、全体的には平

年並みであった。2002 年も平年並みの飛散量であった。2003 年はまんべんなく花粉が飛散し

ておりその累積は多かった。2004 年は前年の冷夏の影響により平年の約 1/10 の花粉飛散量で

あった。2005 年は花粉飛散量が特に多い年となった。2006 年は早い時期から花粉が飛散して

いた一方、その量自体は尐なかったので全体の合計も尐なかった。2007 年は前年夏の日照時間

が尐なかったこともあり平年より尐ない飛散量であった。2008 年も 3 月上旬にピークがあっ

たもののその飛散量は尐なかった。2009 年は花粉飛散の時期が非常に早く、また大量の花粉が

飛散された。 

また、掛川市中宿薬局花粉飛散報告によると、2010 年は雤も多く、前年の約 1/10 の飛散量

だった。2011 年は前年の日照時間が長く、飛散量は平年より多かった(図７)。これらのデータ

は後の第 3 章でも使っていく 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：スギ花粉飛散情報 http://www.adachi-med.jp/jimu  
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第 6 節 地域別花粉飛散量 
以下は環境省ホームページの過去 10 年間の平均の都道府県別スギ、ヒノキ科花粉飛散量上

位１０地域のデータをまとめたものである。（1 月末から 5 月） 

 

  飛散量多             飛散量尐 

１茨城 7440           １北海道(札幌、旭川、函館) 27,37,471 

２群馬 6454           ２香川  1230 

３栃木 6026           ３和歌山 1424 

４静岡 5415           ４広島  1429 

５滋賀 4954           ５鹿児島 1459 

６奈良 4550           ６秋田  1528 

７京都 4450           ７熊本  1684 

８愛媛 4412           ８島根  1822 

９三重 4165           ９富山  2134 

１０福島 3958          １０山口  2146 

（飛散量の単位は個/cm2） 

数値を見る限り、花粉の飛散量は気温が高い地域ほど多いというわけではないということが

わかる。地域に植生しているスギ、ヒノキの量に大きく左右されるのだ。森林面積に対するス

ギ、ヒノキの割合は林野庁ホームページ北海道１％、香川１８パーセント、広島２７パーセン

トと尐なく、反対に飛散量の多い地域である茨城は４９パーセントとなっている。 

第 7 節 有病率と人口スギの面積の関係性 
以下の図はスギ花粉症に罹っている人の割合（有病率）を都道府県別にグラフ化したもので

ある。このデータは、日本アレルギー協会が全国の耳鼻咽喉科医師の協力の下に行った花粉症

に関する疫学調査によるものである。一般の患者数を調べるのではなく、耳鼻咽喉科医とその

家族そのものの花粉症罹患状態を調査した結果である。耳鼻咽喉科医なので花粉症の診断基準

が統一しやすく、その他のアレルギーとの違いやスギ花粉症かその他の花粉症かが把握できる

ので、こうした調査方法を採用したようである。2008 年のスギ花粉症の全国の有病率は

26.5％と 1/４をこえた点が目立っている。都道府県の中では山梨が 44.5％と最も高く、高知の

41.2％が次点であることが分かる。また、そのあとは栃木、埼玉、静岡県と続く。ほとんど花

粉症が見られないのが北海道と沖縄であり、それぞれ、2.2％、6.0％の有病率であることがわ

かる。北海道と沖縄にはスギの人工林がないので、スギ花粉症も発生しないのであろう。そこ

で次の図が、都道府県別のスギ花粉有病率と森林面積に占める比率ではなく、都道府県の面積

に占めるスギ人工林比率の相関図である。確かに、北海道、沖縄は両方の指標が低くなってい

るが、その他の地域は特に相関がないということがわかる。スギ人工林比率が 4 割近くを占め

る宮崎のスギ花粉有病率などは沖縄に続く低さなのである。逆にスギ人工林比率が低い山梨

は、有病率は最高となっている。 

 このようにスギ花粉の有病率が必ずしもスギの人工林の多さとは比例しない理由としては以

下のような点が考えられる。 

① 風向きによって隣接した地域には花粉が広域的に飛散するので都道府県の境域を超えた影響

が大きい可能性 

② スギ花粉症でもヒノキの花粉飛散量が影響する可能性 

③手入れされた森林と間伐がされていない森林との間、また平均樹齢の異なるスギ人工林で

は、同じ面積でも花粉の発生量に差が出る可能性（樹齢 30 年生以上で花粉の飛散量が増える
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といわれる） 

④ 日照時間や降水量の違いにより森林からの花粉の発生量に差が出る可能性（花粉は夏の日射

量が多く、降水量が尐ないほど飛散量が多くなるといわれる） 

⑤ ある一定以上のスギ花粉であれば、花粉量の影響は小さくなって、むしろ、大気中の排気ガ

ス、平均気温等の影響が高くなる可能性や地表面がアスファルトであると花粉が再度舞い上が

る可能性（都市における相乗効果の可能性） 

 ①に関して、都道府県毎に相関を見る代わりに、もっと広域的に地方ブロック毎に相関を調

べれば、相関度が確かめられるのではという考えに基づいて、作図されたのが「地方ブロック

の相関（１）」である。これでも、北海道、沖縄を除いた地方の間では相関が認められないど

ころか負の相関となっている。 

 次に②の影響を見込んで、スギだけでなくスギの半分以上の面積があるヒノキも足した人工

林の面積比率と有病率を相関させた「地方ブロックの相関（２）」を見てみよう。これで見れ

ば、関東・東山と九州を除けば、ほぼ正の相関が認められる。ヒノキも尐なからず影響を与え

ることは否めない。 
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また、地方ブロックごとの相関に関しても次のような制約があると考えられる。 

①地域ブロックも超えてスギ花粉が飛散する可能性 

②地域ブロックの中の人口の片寄りが影響を与える可能性 

 ①に関連して、以下の図が首都圏住民の花粉症に影響を与えるスギ林の影響度マップであ

る。 
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第2章  現在の花粉症対策 

第1節 国の花粉症対策 
 この章では国及び地方自治体が行っている花粉症対策について見ていく。まずは国について

である。花粉症を国民の５～６人に１人が罹患するとも言われ、国民的な広がりを見せてい

る。国は花粉症を関係省庁が一丸となって積極的に取り組む必要のある疾病であると捉え、

様々な花粉症対策を実施している。 

具体的施策として一つ目は花粉及び花粉症の実態把握である。これについて各省庁の動きを

見ていく。環境省が花粉の総飛散量、飛散開始時期、及びピーク時期の予測について、花粉飛

散開始前に情報を提供し、終息時期についても予測を行う。そして気象庁が花粉の飛散量、飛

散開始時期と関係のある気象の予測をする。農林水産省は地方の都市部へのスギ花粉の飛散に

影響している発生源地域を推定する調査の実施を行い、さらにスギ林の花粉生産量を予測する

ため、雄花の着花状況調査を実施し、関係機関へデータを提供している。 

 二つ目は花粉症の原因究明である。文部科学省と厚生労働省において、研究拠点を整備して

免役システムの基礎的・総合的な研究を実施し、花粉症等のアレルギー疾患の原因究明と予

防・治療法の開発を目指している。 

 三つ目は花粉症の対応策である。農林水産省は無花粉スギの開発を加速化するための技術開

発を進めるとともに、尐花粉スギ等の苗木の供給量を増大させるための生産体制の整備を進め

ている。さらに花粉の尐ない花粉症対策苗木の利用拡大に向け、森林所有者に対する普及指導

を実施している。都市周辺のスギ人工林においては、葉樹林や針広混交林へ誘導するための抜

き伐りを推進している。厚生労働省は診療ガイドラインの周知徹底を図り治療上疑義が生じる

専門事項については医療機関向け専門相談窓口を開設するなど花粉症に対する適切な医療の確

保に努めている。そして厚生労働省・農林水産省・環境省で花粉症に関する関係省庁担当者連

絡会議における情報交換を踏まえ、各省の花粉症関係サイトを相互にリンクし、関係省庁が連

携して花粉症に関する情報提供の充実に努めている。相談窓口の設置については、都道府県等

に協力をお願いするとともに、各都道府県等の保健師等職員を対象に、花粉症対策に係る必要

な知識を習得させ、地域における相談体制の確立のため、相談員養成研修会を実施している。

さらには花粉症に関する最新の科学的知見や関連情報を紹介した花粉症環境保健マニュアルを

提供し、保健師などの保健活動に関わる方の活動を支援している。アレルギー相談センターに

おいては、電話等により日常生活における注意や専門医療機関の所在等、花粉症に関する相談

に応じている。 
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第2節 東京都の花粉症対策 
次に、東京都の取り組みについてである。東京都が 2006 年に実施した調査では、都内の推

定有病率は 28．2％という結果が出ている。1996 年の調査では 19．4％だったため、患者数は

着実に増加していることがわかる。さらに言えば森林 100ｈａあたりに対する患者数は全国一

であり、花粉症被害が最も大きい地域だと言える。そのため、東京都は花粉症の深刻な現状を

受け昭和 58 年に東京都花粉症対策本部を設置して花粉症に対してあらゆる面から対策を行っ

てきた。下記の図は、東京都対策本部の体制を示したものである。東京都花粉症対策は二本の

柱から成り立っている。まず一つ目は抜本的な花粉発生源への対策である。具体的には森林の

整備、多摩産材の流通、花粉に関する試験・研究・調査、都民に対する花粉対策募金の呼びか

けなどである。二つ目は花粉症に関係の深い保健・医療・大気汚染対策である。具体的には花

粉の観測・予報、花粉症の治療、大気汚染の測定・調査研究、ディーゼル車の排出規制などで

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そして関係各局別の取り組みは以下のとおりである。 出典：東京都花粉症対策本部ページ 
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対策本部関係

局 

主な取組 

知事本局 ・重要施策及び平成 18 年度重点事業（「総合花粉症対策」の総括） 

・平成 19 年度重点事業（「総合花粉症対策」) 

総務局 ・調査・研究（首都大学東京など） 

財務局 ・公共施設での多摩産材の利用促進 

生活文化局 ・花粉症対策商品に係る消費者保護対策 

・くらしの安全情報サイト 

都市整備局 ・公共施設での多摩産材の利用促進 

・東京の木・いえづくり協議会 

環境局 ・平成 18 年度重点事業 長期的な花粉発生源対策（間伐、強度の枝打

ち） 

・平成 19 年度重点事業 長期的な花粉発生源対策（間伐、強度の枝打

ち） 

・大気汚染対策 

・自然環境情報 

  東京グリーンシップ・アクション 

  東京都緑のボランティア 

福祉保健局 ・平成 18 年度重点事業 総合的な花粉症予防・治療対策 

・平成 19 年度重点事業 総合的な花粉症予防・治療対策 

・東京都の花粉情報 

・花粉症アレルギー対策「環境保健の部屋」 

・花粉症一口メモ 

病院経営本部 ・花粉症患者の治療・予防 

産業労働局 ・平成 18 年度重点事業 長期的な花粉発生源対策（主伐、針広混交林

化） 

・平成 19 年度重点事業 長期的な花粉発生源対策（主伐、針広混交林

化、林業の効率化の推進、「花粉の尐ない森づくり運動」の展開） 

・試験・研究（東京都農林総合研究センター） 

・基金管理・運営（(財)東京都農林水産振興財団） 

・多摩の森林・林業の再生（東京都森林事務所） 

建設局 ・公共施設での多摩産材の利用促進 

港湾局 ・多摩産材の流通・利用拡大 

交通局 ・平成 19 年度重点事業 長期的な花粉発生源対策（PASMO 電子マ

ネーを活用した「花粉の尐ない森づくり運動」の展開） 

・花粉症発生源対策にかかるＰＲ 

水道局 ・水道水源林における人工林の育成 

・「多摩川水源森林隊」森林保全のボランティア 

・水源地ふれあいのみち 

教育庁 ・公共施設での多摩産材の利用促進 

・多摩産材の流通・利用拡大 

出典：東京都花粉症対策本部ホームページ 

 

 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１１発表論文 17h – 18th Dec. 2011 

18 

 

東京都で実施されている花粉症対策の中で花粉発生源の森林整備について見ていく。東京都

は多摩地域から発生するスギ花粉の量を１０年間で２割削減することを目指している。そのた

めに多摩地域のスギやヒノキの人工林を、持続的に木材生産を行う生産型森林と、奥山などの

保全型森林とに区分し、それぞれに応じた花粉発生源対策を推進している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：東京都花粉症対策本部ホームページ 

 

 

まずは生産型森林における取組を見ていく。樹種を更新していくためにスギ林等の主伐を実

施し、花粉の尐ない杉等を植栽する。また、伐採した木材は、公共事業や住宅などに幅広く活

用して木材需要の拡大を図るとともに、作業道や木材加工施設の整備等、林業の効率化・高付

加価値化を進めて、東京の林業を再生し、森林の伐採・育成の自立化を促進している。この施

策を推し進める背景には現在日本で流通している木材の多くが国産のものに比べ価格が低い輸

入材であり、それが国産木材価格の下落を引き起こし、そうして採算の取れなくなった林家が

間伐や主伐といった対策を怠っているという状況がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：東京都花粉症対策本部ホームページ 

 

次に保全型森林における取組を見ていく。これまでの森林再生事業（都が実施する間伐）に

加え、針広混交林化の促進を行っている。針広混交林化には二つの方法が用いられている。一

つ目は小面積を伐採し広葉樹の植樹を行うというものである。この方法の利点は皆伐に比べ経

費が低く抑えられるということである。二つ目は針葉樹の地面に近い部分で枝打ちを行い、空
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いたスペースに広葉樹が育つというものである。これらの施策により花粉削減効果が期待され

る。 

 

○伐採と植樹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：東京都花粉症対策本部ホームページ 

 

○強度の枝打ち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：東京都花粉症対策本部ホームページ 

 

第 3 節 地方の花粉症対策 
東京以外の地方自治体が行っている花粉症対策について見ていく。まずは埼玉県の例であ

る。埼玉県は東京よりも広い森林面積を有している。そして実際行われている対策内容につい

て大差はない。しかし財政的に花粉症対策に充てられる予算は圧倒的に尐なく、東京都の３４

億円に対して埼玉県は１億７０００万円であり十分な対策ができていないと言える。次に山梨

県の例である。山梨県では、花粉量が従来の１％以下というスギの木の品種開発に独自に成功

し、これを他のスギの品種と掛け合わせて使うなどの対策を行っているが、埼玉県と同様に花

粉症対策に充てられる予算は尐なく十分な対策ができてないのが現状である。 
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第 4 節 現在の花粉症対策における問題点 
国、地方自治体共に、施策内容を見ると効果的な花粉症対策を行っていると言える。但し花

粉症が年々増加していることを考えるとそれが有効に機能しているとは考えにくい。これは何

故だろうか、問題点を考えてみる。まず、森林整備についてはスギ人工林 1,040 万 ha の 76％

が民有林であり、国有林や地方自治体公有林なら陳情も出来るが、手間を掛けて育林しても、

販売価格の下落から利益が望めないため民間の所有者に間伐を促すことはできない現状にある

という点が問題である。また民間の所有が多数であるがために、そもそも国も意欲的に動いて

いないのではないだろうか。そして予算面も問題だ。国にしても地方にしても花粉症対策の財

源が十分に確保できていない。花粉症対策の枞組みがしっかりしていたとしてもこれでは花粉

症は減るどころか増える一方だろう。 
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第3章 花粉症による経済損失 

第1節 花粉関連商品の売上 
この章では花粉症による被害をより分かりやすくするため、花粉症による経済損失につ

いてみていく。まずは花粉症関連商品の売上である。これは一般的には花粉症による経済

効果と呼ばれるべきものである。しかし、実際には花粉症にかかっていなければ他の消費

や貯蓄に回せたものでもある。したがって我々は花粉症関連商品の売上を花粉症患者の目

線に立って、経済損失として考えていく。花粉飛散量が増加し、花粉症対策グッズ（ マ

スク、薬、付着防止類、寝具、茶類、乳酸菌食品、空気清浄器等） の売上が増加するこ

とにより、関連の小売や医薬品、食品、家電メーカーに好影響を及ぼし、その特需は639

億円にのぼる8。また富士経済が発表した一般用医薬品市場の売上動向によると花粉症対策

市場においては全体で2006年が391億円だったのに対し2007年は430億円の売上が見込まれ、

売上の伸び率では10.0％もの成長が期待できることが明らかになった(図９)。先ほどの過

去の花粉飛散量の2006年と2007年に注目すると、2007年は前年に比べてかなり花粉飛散量

が増えていることが分かる。つまり花粉の飛散量が増えると、関連商品の売上も上がると

いうことがいえる。同じく富士経済の売上動向にも、花粉症対策市場は元々花粉症患者

(予備群含む)の増加と共に拡大してきたが、その年その年の花粉飛散量(≒花粉症の酷さ)

にも影響を受けやすいとある。一般用医薬品の中で花粉症対策のものとしては治療目的・

予防目的の二項目と予防目的の衛生雑貨、合計で三項目に分類される。治療目的・一般医

薬品は鼻炎治療剤、アレルギー用点眼薬、抗ヒスタミン剤、漢方処方エキス製剤(小青竜

湯)。予防目的・一般医薬品は洗眼薬。予防目的・衛生雑貨は鼻孔拡張テープ、鼻洗浄剤、

家庭用マスクが対象である。2006年はインフルエンザやはしかの流行などで花粉症以外の

目的にも利用されることが多いマスクの需要が増えてその分の売上は伸びたが、2005年よ

りも飛散量が減ったため、市場全体は5.8％減の391億円に落ち着いた。2007年は花粉の飛

び散りが例年より早く、もっともニーズが増える2月から3月においては鼻炎治療剤が2006

年と比べて大幅に拡大したことだけでなく、昨年に続いて家庭用マスクが好調だったこと

から、前年比10.0％増の430億円が見込まれるという結果になった9。 

 
出典：富士経済 

                                                      
8 『第一生命経済研究所試算 花粉の大量飛散が日本経済に及ぼす影響』
(http://group.dai-ichi-life.co.jp/dlri/news/pdf/nr2004_29.pdf：情報最終確認日
2011/09/29) 

9 『富士経済』(https://www.fuji-keizai.co.jp/：情報最終確認日 2011/09/29) 

file:///F:/奨学論文/富士経済
https://www.fuji-keizai.co.jp/
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続いて、空気清浄機の販売台数である図は空気清浄機の販売数量・金額及び前年比を示

したグラフである。ここ数年の空気清浄機は、空気乾燥対策で11月前後から販売台数が伸

び始め、花粉対策の3月にピークとなる傾向があり、2007年度は傾向通りの動きを示した。

しかしながら、2008年度は1月期が数量・金額共に3月期を上回り、前年比も数量150％・

金額200％を超える成長、前年までの傾向と異なる結果となった。1月期が最も伸びた要因

としてはインフルエンザ対策需要が挙げられる。2008年度は各メーカーがインフルエンザ

等のウイルスに効果のある｢イオン機能｣を備えた商品を発売、第三者機関による実証で話

題になった。それに加え、IDSCによると2008年度はインフルエンザの感染報告者数がここ

数年に比べ多く、1月期にピークを迎えた。｢イオン機能｣の追加とインフルエンザの流行、

この2つの要因が重なったことが消費者のニーズに合致、販売台数の伸びに繋がったと言

える。3・4月も前年越えで推移しており、花粉症対策需要も一定量あったと言える。加え

て4月最終週は数量前年比124％（4月全体では108％）、イオン機能有のシェアも60％と上

昇した。最終週は新型インフルエンザが話題となった為、それを受け予防対策で伸びたと

推測できる10。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                      
10 『空気清浄機市場 機能追加によるニーズの拡大』
(http://www.gfkjpn.co.jp/update_file/pdf/171.pdf：情報最終確認日 2011/09/29)  
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第2節 個人消費の落ち込み 
最近では夏場の気象が翌春の花粉の飛散量を通じて経済に影響を及ぼす。これは、前年

の日照時間が増加して花粉の飛散量が増えれば、花粉症患者を中心に外出が控えられるた

めである。事実、過去のデータから７－９月の平均気温が＋１℃上昇すると翌春の家計消

費支出が▲0.3％減尐する関係がある（下図）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

従って、今年７－９月期の平均気温が前年を＋2.0℃上回ったことからすれば、花粉の

飛散増により来年１－３月期の実質家計消費▲3889 億円（▲0.6％）減尐を通じて、同時

期の実質GDP を▲3455 億円（▲0.3％）程度押し下げると試算される。花粉大量飛散の影

響として2005 年１－３月期の品目別家計消費を見ると、支出に外出を伴いやすい「食

料・非アルコール飲料」「アルコール飲料・たばこ」「被服・履物」の減尐を主因に全体

の家計消費の伸びが大幅に減速している11。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
11 『第一生命経済研究所試算 花粉の大量飛散が日本経済に及ぼす影響』
(http://group.dai-ichi-life.co.jp/dlri/news/pdf/nr2004_29.pdf：情報最終確認日
2011/09/29) 
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次に第１章で出した花粉飛散量のグラフ(図６)と国内居住者の国内旅行、日本国民による国

内観光消費のグラフ(図１３)の関係を見ていく。2004 年と 2006 年の花粉飛散量は他の年と比

べて非常に尐なく、国内居住者の国内旅行は多い傾向にある。2005 年、2008 年、2009 年は飛

散量が非常に多く、国内旅行は尐ない傾向にある。これらのことから花粉の飛散量がレジャー

消費に影響を与えているということが分かる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：十億円） 

出典：観光庁「旅行・観光産業の経済効果に関する調査研究(2009 年度版)」 

第 3 節 花粉症にかかる医療費 
 

昭和大学の川口毅先生は神奈川県のある町のレセプト約８万枚の中から花粉症を抜き出し、

そのほかにも品川区の薬局で医者にかかっていない患者１０００名、医療機関にかかっている

患者１０００名に調査をし、医療費の算出を行った。医療機関を受診したものの１年間の医療

関連費は８３５億円、医療機関を受診しなかった者が１年間に薬局その他いろいろなことで

使った費用が２３５億円という数字となった。また医療機関で直接かかっている費用が 1.171

億円と算出された。医療関連費と医療費を合わせると１年間で約 2241 億が花粉症にかかる費

用となる。 

 

年齢階級 
人 口 （ 千

人） 
国保加入者数 花粉症患者数 割合 花粉症医療費 合計額 

０～１９ 28.572 2.413 198 8.20% 10.252 24.035.718 

２０～３９ 34.632 2.531 186 7.30% 11.385 28.975.531 

４０～４９ 19.624 1.678 149 8.90% 11.465 19.978.179 

５０～５９ 16.875 1.725 151 8.80% 12.6 18.612.391 

６０～６９ 13.871 2.173 135 6.20% 13.828 11.916.293 

７０ 11.865 1.585 110 6.90% 16.474 13.565.326 

総数 125.439 12.105 929 7.70% 12.311 1.171 億円 

 

出典：http://ci.nii.ac.jp/lognavi?name=nels&lang=jp&type=pdf&id=ART0005794779 
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第 4 節 花粉症による労働損失 
花粉症であるがゆえに仕事の効率に支障をきたす、仕事に対するやる気をなくしてしま

う場合がある。イギリス系製薬会社のグラクソ・スミスクラインが 2010 年に実施したコ

ン タ ッ ク 総 合 研 究 所 に よ る 「 花 粉 症 に 関 す る 調 査 結 果 」 （ http://co 

ntac.jp/shared/pdf/surveyresults2010.pdf）によると、花粉症の症状が、仕事や婚活に

どのような影響を及ぼしていますか？理由やエピソードもあわせて教えてください。（複

数回答）という問いに対し、花粉症が仕事や婚活に影響を及ぼすと 8 割以上が回答した。

今調査は全国、20 歳～39 歳、会社員・公務員・自由業男女 620 名の花粉症患者を対象と

し、2010 年 1 月 30 日～1 月 31 日にインターネット上で行われたものであり、男女比は

1 対 1。年齢構成比は 25～29歳が 250人、30～34歳が 130人などである。 

一番多かった仕事に影響する症状は、「鼻水・鼻づまり」 (34.2%) で、それにより

「仕事の最中に何度も鼻をかむため、時間のロスになったり、集中力がかなり途切れたり

してしまう(男性/27 歳)」など、仕事全般、特に取引先との折衝や接客などに影響が出る

という結果が得られた。集中力については、多くが仕事に影響する理由として挙げてお

り、「集中力がなくなり、3 秒に1 回出るくしゃみに仕事を続けるのが難しくなり早退し

た(女性/ 36 歳)」や「何事にも集中できない。精神的に情緒不安定になる(男性/ 35 

歳)」など、業務に直接的な影響を及ぼすケースも見られる。 

婚活をする男女からは、女性は肌荒れや化粧崩れが影響を及ぼすと答えた人が多い一

方、男性でも「コンタクトができない（31 歳）」、「異性に鼻水などみっともない姿を

見られたくない為積極的になれない（26 歳）」など、外見のイメージダウンを懸念し

て、積極的になれない人が多いようだ。「春は結婚式をあげたくない！（女性/33 歳）」

と断言する人もいた。 

いつもの自分を取り戻すために行っている花粉症の対処法として、「市販薬を購入して

自分なりに薬を処法している」が約半数の46.6%と最も多く、「花粉が飛散してから医師

に薬を処方してもらう」が18.5%、「花粉飛散時期より前から医師に薬を処方してもらっ

ている」が16.5%となった。日ごろ忙しい「働く人」にとり、時間をかけずに対処できる

方法を好む傾向があるようだ。また「その他」(11.6%)では「マスクをする」、「甜茶、

ハーブティを飲む」などの回答があった。 

また、花粉症による精神的な負担を金額で表した場合、「10 万円以上（20 万円以上と

回答した人含む）の精神的負担」と回答した人は全体の14.4% で、その中でも30 代男性

が1/3 を占め、より花粉症による負担が大きいと感じているのが分かった。症状により負

担の認識度は変動するとはいえ、全体の30.4% の人が「5万円以上」と回答しており、花

粉症に悩む人々が決して軽くない精神的負担を強いられていることが分かった。 

2009年に花粉症にかけた金額で最も多かった回答は「1,000円以上5,000未満」(37.1%)

だった。半数以上の「1,000円以上10,000円未満」(52.7%) では、マスクや目薬以外に薬

代などの治療費に充てたようだ。続いて、「1円以上1,000円未満」(18.2%) では、主にマ

スク代や目薬代に費やし、「10,000円以上」 (10%) になると、空気清浄機の購入や、鼻

の粘膜を焼くレーザー治療への治療代に投資した人がいたようだ。 

2008年2月に同社が行ったビジネスパーソンの花粉症に関する意識調査

(http://contac.jp/shared/pdf/Contac600_ResearchReport_February2008.pdf)
では花粉症のビジネスパーソンの55.8%は、花粉症のために長時間のミーティングに集中

できない、中座してしまうという傾向にある。また、23.1％が花粉症の時期は、年度末の

決算期にあたり、仕事に専念できないという悩みもみられた。 

花粉症のときに薬を飲むなど何もしなければ、23.1％が集中力の持続時間が半減すると

回答している。集中力が3割～5割落ちると回答した人はあわせて60％近くにのぼり、花粉

症でいつもの集中力が発揮できない様子がうかがえる。 

http://contac.jp/shared/pdf/Contac600_ResearchReport_February2008.pdf
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花粉症がなくなるなら、高級外車（43.0％）、高級ブランド時計・バッグ（40.8％）は

失ってもよいと回答している。さらに、ビジネスパーソンは高級品にお金をかけるより

も、英会話など自分への投資を重視する傾向が浮き彫りになった。 

花粉症がなくなるのなら、払ってもよい金額は平均で332,251円だった。10万円～50万

円と答えている人は35.2％にのぼり、「1か月の給料」「すぐに出せる金額だから」など

の回答が目立った。現実的に払える金額で一括して花粉症を治療してしまいたいと考える

人が多いようだ。ちなみに、現在の貯蓄1千万円というのが最高額だった。 

また、旧科学技術庁が「スギ花粉症克服に向けた総合的研究」として 2000 年にまとめ

たデータによると、労働損失は 601 億円という試算も出ている12。集中力といった直接数

字にすることはできないさまざまな領域にも影響がでており、いまや企業にとって、日本

の経済全体にとって、マイナスの要因となっていることは明らかだ。 

 

 

 

 

 

                                                      
12http://bizboard.nikkeibp.co.jp/kijiken/summary/20010210/NM0399H_453357a.html：
情報最終確認日 2011/09/29 

http://bizboard.nikkeibp.co.jp/kijiken/summary/20010210/NM0399H_453357a.html
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第4章 アンケートによる実害の調査 

第1節 アンケートの概要 
このアンケートは平沼 貴信氏の『スギ植え替えによるスギ花粉症対策の費用便益分析

(http://eco.genv.sophia.ac.jp/paper/08/hiranuma-all.pdf)』を参考に作成したものである。

作成意図は花粉症により、実際にどのくらいの被害を受けているかを知ることである。

我々は花粉症による経済損失以外にも、くしゃみや鼻水や鼻づまり、目のかゆみなどの症

状によって目には見えない影響があるはずであると考えた。対象は花粉症患者で、その主

な内容については花粉症の症状の程度など、インターネットネット上で作成し、自分の周

りで花粉症患者の人に協力を頼むことにより回答を募った。９月上旬から中旬までの半月

の期間で女性 46 名、男性 40 名が回答に協力してくれた。有効回答数の合計は 86 であ

る。 

第2節 アンケートの結果及びそこから分かること 
それでは今回のアンケートからわかることを、質問をいくつか選んで述べていきたいと

思う。アンケートの結果一覧は最後の付録に載せた。まず問 3 の回答によると医者の診断

から花粉症だと思う人が 41 票であるのに対し自己診断、他人の診断、その他が 45 票と大

多数を占めている。ここからわかることは、花粉症の患者は医者にかかっている人は尐な

いということである。次に問 5 では花粉症によって学業や仕事に支障を尐しでも感じてい

ると答える回答は 74 票。花粉症患者のおよそ 86％もの人が支障を感じているのである。

花粉症には目に見えないような損失が多くあるということがいえる。 
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次に問 6 から花粉症の時期にくしゃみをする回数は１日当たり平均 27.7 回だとわか

る。そして問 7 では 1 日あたりくしゃみの症状が軽減されるのなら平均 192.2 円払うとい

う結果になった。つまりくしゃみ１回につきおよそ 6.9 円の損害を受けているといえるだ

ろう。同様に問 8 から花粉症の時期に鼻をかむ回数は１日当たり平均 34.8 回だとわか

る。そして問 9 では 1 日あたり鼻水の症状が軽減されるのなら平均 272.4 円払うという結

果になった。つまり鼻を１回かむにつきおよそ 7.8 円の損害を受けていることになる。ま

た、問 10 から花粉症の時期に鼻がつまっている時間は１日当たり平均 4.2 時間だとわか

る。そして問 11 では 1 日あたり鼻づまりの症状が軽減されるのなら平均 273.8 円払うと

いう結果になった。つまり 1 分鼻がつまっているごとにおよそ 1.1 円の損害を受けている

といえるだろう。さらに問 12 から花粉症の時期に目のかゆみがある人は 78 票、つまり

90.7％の人が目のかゆみをうったえている。そして問 13 から目のかゆみに対してその症

状が軽減されるのなら 1 日当たり 227.2 円払うという結果がわかる。 

最後に問 14 の結果から、花粉症患者は鼻づまり、鼻水、目のかゆみ、くしゃみの順番

で症状が辛いとおもっていることがわかる。これは症状に対して払ってもいい額の大きさ

と一致している。これらから、花粉症患者は鼻炎症状には平均 246.1 円、結膜炎症状には

227.2 円払うということになる。つまり 1 日当たり合計およそ 473.3 円の損をしているこ

とになるのである。これはスギ花粉症の時期である 2－4 月の期間に換算すると１人当た

り以下のようになる。 

473.3 円×およそ 30 日×3 ヵ月＝42,597 円 

またそれをスギ花粉症の患者数である 1400 万人分にすると以下のようになる。 

42,597 円×1400 万人＝ 5963 億 5800 万円 

つまり花粉症があるということで、花粉症患者はこれだけの額の損失を背負っているこ

とに等しいのである。 
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第5章 コースの定理に基づく花粉症税

導入の提案 

第1節 コースの定理 
これまでの第３章、第４章を通じて花粉は我々の経済活動に悪い面で影響を及ぼすこと

がわかった。つまり経済学でいえば、花粉は負の外部性(外部不経済)にあたるといえる。

花粉(スギ林保有者)は市場を介せずに花粉症患者に影響を与えている。そして、花粉症に

よる経済損失の解決には、現在の花粉症対策ではやはり不十分であるだろう。ではどのよ

うに解決すればいいのか。これを述べる上でコースの定理を用いることが必要であると

我々は考える。コースの定理とは政府が市場の状態を正しく把握出来ない場合に、当事者

同士が交渉して解決する、つまり外部性を及ぼす主体とそれを受ける主体との間に自発的

な交渉がなされることである13。花粉症患者はもしも花粉症がなくなるのであれば、花粉

症による損失よりも尐ない額の費用を負担するはずである。あるいは、花粉症患者の側に

権利がある場合、スギ林保有者が補償金、賠償金を払うということになる。(図１５)しか

し、現実には花粉症患者に権利はなく、スギ林保有者に補償金や賠償金を払う必要はな

い。よって花粉症の根本的な解決のためには花粉症患者が費用を払う必要性が生じるので

ある。但し、実際にこの方法は実行が困難である。そのため我々はこのコースの定理をも

とに花粉症税の導入を提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
13釣雅雄・宮崎智視著『グラフィック財政学』新世社 2009年 138―143頁 
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第2節 政策案の目的及び概要 
花粉症税の目的は花粉症の解決である。先ほど述べたとおり、花粉症の解決には花粉症

患者が費用を払う必要性が生じる。そして先程も述べたようにそれを民間だけで行うこと

は不可能であるため、政府を介入させる。そのための道具として花粉症税を導入する。花

粉症税は花粉症患者を対象に花粉症の薬など、かける対象が花粉症患者であると分かりや

すいものにかける。そしてその使い道は現在の花粉症対策の強化である。税率については

その対策に応じて、但し花粉の被害額よりも尐なくなるように考えるとする。第２章でも

述べたように現在の花粉症対策の問題点として最も重大なものは財源である。財源の問題

が解決されれば花粉症は減らせるであろう。以下、分かりやすいように花粉税について表

にまとめておく。 

 

課税対象 花粉症患者(花粉用の薬) 

税収の用途 花粉症対策の強化 

税率 
用途に応じて 

被害額合計より尐なく設定 

 

第3節 花粉症税のもたらす効果―使用例：花

粉の尐ない森林づくり対策事業― 
 

 第２章の 1 節で農林水産省は無花粉スギの開発を加速化するための技術開発を進めると

ともに、尐花粉スギ等の苗木の供給量を増大させるための生産体制の整備を進めており、

花粉の尐ない花粉症対策苗木の利用拡大に向け、森林所有者に対する普及指導を実施して

いると述べた。我々は国が行っている対策の中でも特にこれに注目をした。この取り組み

は花粉の尐ない森林づくり対策事業と呼ばれ、特に花粉症有病率の高い首都圏に絞り、首

都圏へ影響を及ぼすとされているスギ林に対して、伐採をし、その跡地に尐花粉スギもし

くは広葉樹を造林すれば 1ha あたり 20 万円の補助金を出す、もしくは 50％以上の抜き取

りを行えば 10 万円の補助金を出すというものだ(図１７)。今回我々はこの事業を応用し

た花粉症税の使い方の一例を提案したいと考える。 
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出典：林野庁 HP 

 

提案に際して我々は林野庁林野庁森林整備部研究・保全課の、花粉の尐ない森林づくり

対策事業担当者の菊池さんにお話を伺った。その内容は以下のとおりである。 

① この事業は今はどうなっているのか。 

② この対策は本当に有効なのか。 

③ 今、林野庁森林整備部研究・保全課は何をしているのか。 

何故これらのことを聞いたかといえば、この事業が今も活発に行われており軌道に乗っ

ている場合や、この事業自体が有効では無ければ我々が改めて提案する必要性がないから

である。 

まずこの事業が、今はどうなっているのかということに関してだが、実績が上がらず、

今は行われていないということである。何故なら木材価格の低下によるそもそもの日本の
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林業が停滞していることや、伐採した木材を売った利益よりもはるかに伐採・搬出などそ

の他のコストがかかってしまうこと、つまり 20 万の協力金では足りないということがあ

るからである。要は今行われていない理由の大部分は財源の問題であり、そもそもこの事

業が始まったのが、花粉の尐ない森林づくりの基金を使って有効な対策がないかと考えた

ときにこれを立ち上げたということだ。そして基金だけではなかなか難しかったというこ

とである。これに関しては我々の花粉症税はかなり有効的な代替の財源となりうるだろ

う。 

次にこの事業の有効性についてだが、有効であるとのことである。 

 

花粉の尐ない木もしくはスギ以外の木に植え替える 

↓ 

スギ林自体の面積が減る 

↓ 

スギ花粉の量は自ずと減る 

↓ 

花粉量が減れば花粉症患者も減る 

 

このような流れで花粉症患者は減っていくのでつまりこの事業は有効なのである。 

また、我々も第一章で花粉症患者と花粉の飛散量の関係性について述べていることからも

裏付けされる。実際に今回この事業では実績は上がらなかったがスギの本数自体は減って

いるということだ。 

次に、今、林野庁森林整備部研究・保全課は何をしているのかということについては以

下のような回答をいただいた。 

① 皆伐ではなく間伐に対する補助 

② 花粉の尐ない苗木の品種開発に対する補助 

③ 花粉の尐ない苗木の需要促進 

④ 林業への補助により自給率 50％を目指す 

つまり、お話を伺って、この事業は有効であり、財源に主な問題があって今は行われて

いないということがわかった。 

 

そこで我々はこの事業を応用し花粉症税の使い道として提案する。 

まず、元の事業は首都圏を中心として対策を行うが、花粉症税は花粉症患者全員を対象と

して徴収を行うため、花粉症の有病率が高い県から対策を行うというように変更する。第

１章で述べたように人工スギ林の面積の大きさと有病率にはあまり関係がないと分かって

いるので、人工スギ林の面積の大小に関してはここでは無視をする。 

以下の図の 2011 年度スギ花粉症の都道府県別有病率予測によると 50％を超えている都

道府県は宮城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨・岐阜・静岡・三重・京

都・奈良・広島・徳島・愛媛・高知の 17都府県である。 
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さらに第１章でも述べたように花粉の飛散が多くなるのは樹齢 30 年以上のものである

ことがわかっている。林野庁のデータより、樹齢 19 年以上の人工のスギ林が日本には

58,660ha あることがわかる。その中でこの 17 都道府県絞ると 26569ha になる。以下の表

にそれぞれの面積を個別にまとめた。 

 

宮城 583 栃木 1017 

群馬 655 埼玉 676 

千葉 1313 東京 206 

神奈川 560 山梨 195 

岐阜 3052 静岡 2427 

三重 2268 京都 1670 

奈良 8392 広島 558 

徳島 945 愛媛 663 

高知 1389 

(単位：ha) 
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ここに着目してスギ林に対して、伐採をし、その跡地に尐花粉スギもしくは広葉樹を造

林する対策を行えば、 

26569ha ×20万円＝53億 1380万 

これだけの補助金を要する。この場合、対策を 5 年計画で行うとする。そうすると１年に

つき、 

53 億 1380万÷5年間＝10億 6276万 

が必要となる。 

しかしここで問題になるのが菊池さんから伺ったこの事業の問題点である協力金が 20

万円では足りない、という話である。つまり例え伐採や搬出にコストがかかっても利益が

それを上回る、もしくはその差が 20万未満におさまれば黒字となってよいが、 

スギの伐採・搬出にかかるコスト－木材を売った利益 

この式が 20 万円を上回ってしまうと意味がなく、そもそも誰も協力してくれないという

事態が起こりうる。この事業を行った後に林野庁森林整備部研究・保全課がとったアン

ケートによれば、実際に理想なのは何万円の協力金なのかという質問に、森林保有者は

「40万円」と答える人や「100万円」と答える人まで様々だったということである。 

そこで我々は木材を売ることは考えずに単純にスギの伐採を行うとして一体いくらかか

るのか調べることにした。そしてその額を上回る協力金を設定しようと考えた。まずお庭

の手入れや庭木の剪定だけではなく、伐採や草刈りなど造園業を行う株式会社ｏｈ庭ｙａ

の方に話を伺ったところ、こちらでは１ha という単位ではなく１本単位の注文しか受けて

おらず、個人向けのところが大きいため、今回の設定には向かないという結論に至った。 

次に全国森林組合連合会の方に伺ったところ、育林の費用のデータはあるが伐採のみに

関してはないということだった。さらに、年数や山の傾斜具合などその状況にもよるので

一概には言えないということであった。 

伐採にかかる費用が算出できなかったため(実際にやってみないと分からないところが

大きい)我々は 3 通りの計算を行った。協力金を 40 万円、60 万円、80 万円の 3 パターン

に設定しそれぞれに関しての花粉症税の設定を行った。 

① 協力金 40万円の場合 

26569ha ×40万円＝106億 2760万 

これだけの補助金を要する。この場合、対策を 5 年計画で行うとすると 1 年あたりの負担

が大きくなってしまうので年数も協力金と同様に 2 倍の 10 年計画とする。そうすると１

年につき、 

106億 2760万÷10年間＝10億 6096万 

② 協力金 60万円の場合 

26569ha ×60万円＝159億 4140万 

これだけの補助金を要する。この場合、対策を 5 年計画で行うとすると 1 年あたりの負担

が大きくなってしまうので年数も協力金と同様に 3 倍の 10 年計画とする。そうすると１

年につき、 

159億 4140万÷15年間＝10億 6096万 

③ 協力金 80万円の場合 

26569ha ×80万円=212億 5520万 

これだけの補助金を要する。この場合、対策を 5 年計画で行うとすると 1 年あたりの負担

が大きくなってしまうので年数も協力金と同様に 4 倍の 15 年計画とする。そうすると１

年につき、 

212億 5520万÷20年間＝10億 6096万 
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そして花粉症患者についての項目でも上がったように、現在スギ花粉症に悩ませられて

いる人は 1400万人いると言われている。1年で 10億 6096万を払うには、 

10 億 6096万÷1400万人＝1人当たり約 76円 

を徴収すればよい。アンケートの結果では、毎年花粉症の薬に～1000 円かける人が

47.5％、1000～3000 円の人が 27.5％であった。そこで、ここでは花粉症の薬に 1000 円か

けているのが最も平均的だとする。そうすると、 

1000円÷76円＝0.076 

という計算が出来、税率は 7.6％に設定すれば良いことになる。 

 今回この 3 パターンを考えたが、実際にはまず試験的に①から導入し、上手くいかな

かった場合に、②、③と段階を踏んでいくのが望ましいと考える。 

 

アンケートより花粉症の症状があることによって 1 シーズンに鼻炎症状には平均 246.1

円、結膜炎症状には 227.2 円払うということになることがわかった。再度述べることに

なってしまうが、よって 1 日当たり合計およそ 473.3 円の損をしていることになるのであ

りこれはスギ花粉症の時期である 2－4 月の期間に換算すると１人当たり以下のようにな

る。 

473.3円×およそ 30日×3ヵ月＝42,597円 

またそれをスギ花粉症の患者数である 1400万人分にすると以下のようになる。 

42,597円×1400万人＝ 5963億 5800万円 

これだけの規模の損害を受けているという計算が出来た。花粉税にすると 1 シーズンに

つき 10 億 6096 万であり、1 人当たり 76 円の税を払うことで被害が収まることが予想され

る。つまり実際の被害額よりも圧倒的に尐ない額で済むのである。これはコースの定理の

部分で述べた花粉症患者は花粉症がなくなるのであれば、花粉症による損失よりも尐ない

額の費用を負担するはずであるという部分に一致し、花粉税の導入は裏付けされる。この

使い方はあくまで我々の提案した一例に過ぎない。他にも有効なやり方は多くあるだろ

う。何にせよ花粉症税があれば花粉症対策はより一層強化されることは明白である。年を

重ねれば有病率の高い都市部だけでなく地方の花粉症対策もより強化されるであろう。つ

まり花粉症税を導入することで花粉症患者が減り、日本全体により快適な環境が生み出さ

れるのである。 
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付録：アンケート結果一覧(2011 年 9 月 28 日現在) 
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※問 6、8、10、12 はすべて花粉症の時期を対象とした質問である 


