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要約 

本稿最大の特徴は、社会学分野に属するために定性的な考察が主流となっている中で、

今まで前例のなかった「風評被害の程度の定量的分析」を行なっていることである。 

第１章では、風評被害の性質や歴史を交えながらその定義について考察している。し

かし、風評被害の定義づけは困難である。そこで、「風評の性質」「何故今回の震災では

ここ まで風評被害が大きくなったのか」の 2 点について考え、風評被害の本質を探るこ

ととした。風評の性質として情報の曖昧さと重要性に比例して風評被害は大きくなる、と

言われており今回の震災での風評被害では両要素ともに非常に高いと言える。風評被害が

あったと認定された過去の 2 つの原子力施設事故を例に挙げたが、いずれも事後的な収束

は必然的に困難であった。それは 2 つの事例の共通点「大量の報道がされたこと」「国民

の命に関わること」によるものであり、同様の要素を持つ今回も風評被害の「事後的な収

束は同様に困難」と考えられる。よって、本論文では風評被害の収束や拡大抑止のための

政策ではなく、原発事故によって風評被害が発生した際の、消費者の需給バランス不一致

を小さくする方法を検討していくこととする。 

第２章が本稿最大の特徴である「風評被害の定量的な分析」について扱っている部分で

ある。風評被害の影響度を数値化する尺度として「平年重要との乖離度」を用いる。調査

対象は総務省統計局の家計調査データから引用した食品 247 品目とした。分析の具体的な

方法としては、2001 年 1 月～2011 年 2 月データを用いて通常需要関数を推定し、それに

2011 年 3 月～7 月の実際の平均価格・消費支出を代入する。そうして震災がなかったと仮

定する場合の需要量と、実際の重要量の乖離度を風評被害の影響度として分析した。また、

247 品目全てについて通常需要関数を推定するのはあまりに量が大きいため、247 品目の

「前年度との変化率」の分析を経て特徴的な変化をしているものを抽出した。この分析で

は、変化率の大きさ 具合で各品目を４つのグループに分類できた。通常需要関数を推定

する対象としてはは、第１段階分析の結果から特に変化率の大きかった 2 グループを選択

した。  

第 ３章では、第２章の分析結果を考察し、今回の風評被害の問題点を整理し、提言へ

と繋げる。第１段階分析結果より需要激増グループは消費者が「買い溜め」を 行った結

果によるものと考えた。需要激減グループの内訳は外食産業、酒類、一部の農作物、魚介

海産物となり、魚介海産物を要注意品目とすることにした。通常需要関数分析結果より需

要激増グループは乖離度が収束傾向にあり市場の自動修復力に任せて問題ないと判断した。

需要激減グループは収束可能範囲に入っておらず、我々は海産物の風評被害への政策提言

を行っていくことを考えた。  

第４章では、漁業における風評被害に対する政策を提言する。今回のような原発事故が

起こった際の、風評被害による需給不一致の解消を目指し、「放射能被害を受ける可能性

が比較的高いと思われる海域と、比較的低いと思われる海域を分け、比較的高いと思われ

る海域で採れる魚介類に焦点を置いた対策」、「沿岸・沖合漁業から、養殖業への代替可

能性の検討」の２点をポイントに置き検討した。そして、現状で国内に流通するものの多
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くが放射能汚染の影響を受け、深刻な需給の不一致が起こる危険性があると思われる品目

を「ブリ、ホッケ、サバ、イワシ、サンマ、イカ」の６つと判断した。そこで我々は、

『これらの魚介類の国内流通の主流を、日本近海における漁獲からその他の方法に比重を

移すこと』を政策として提言する。それぞれ個別に検討した結果、ブリ、ホッケ、サバは

沿岸、沖合漁業から養殖に比重を移すことで、海洋の汚染事故があった場合にも別の養殖

地で収穫されたもので代替し、消費者に安全な商品を流通させることができるとした。イ

ワシ、サンマは養殖による代替不可能性のため、輸入量を引き上げる準備を整えておくこ

とで緊急時に対応できるとした。イカは養殖の代替不可能性があるが、遠洋漁業が発達し

ている。外国での収穫も盛んであることから輸入と遠洋漁業に比重を移すことで対応でき

るとした。これが講じうる全ての手段ではないと思われるが、以上を原発事故が起こった

際に起こる需給バランスの崩れを防ぐための政策を作る手順の参考ケースとして提案す

る。 
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はじめに 

東日本大震災において福島第一原子力発電所における事故による放射能の広範囲拡散が

起こったことは記憶に新しく、現在でも頻繁に扱われている話題である。そして放射能拡

散の結果、農産物を始めとする各種作物に発生した「風評被害」が注目を集めた。放射能

を受けた品物の強制処分に加えて、農畜産業等第一次産業従事者に多大な負担をかける大

きな一因となっている。また、その種類は多岐に及ぶ。東北地方産の農畜産物、魚介類

の需要低迷および価格下落の他、避難民が放射能検査を要請される、タクシーへの乗

車を拒否される、避難先の学校で児童がいじめに遭うなどのケースが発生。被曝を恐

れてトラックドライバーが（原発事故とは無縁の）被災地に入ろうとせず結果として

救援物資が被災者に行き渡らないというケースが発生した。震災から半年が経過した

今でもその影響は根深い。先日、福島県の生産農家を応援するために同県の産品の専

門店を福岡市内の大型商業施設「マリノアシティ福岡」にオープンする計画が、「福

島の汚染した農産物を持ち込むな」「不買運動を起こす」などの電子メールが相次い

だため中止に追い込まれるという事態が起こった。ショップでは生鮮品を取り扱わ

ず、昨年収穫した原材料を使った加工品などの販売を予定し、放射線検査をして安全

確認したうえで店頭に並べるとしていたにも関わらず、である。更に、9 月 18 日には

愛知県日進市で開催された花火大会にて使用する予定だった福島県産の花火が「放射

能を撒き散らすな」と言った抗議電話やメールが寄せられたため使用を取りやめたこ

とが発覚したことも記憶に新しい。風評被害とは今までにもしばしば発生しているもの

であるが、今回のような特別大きな国家的危機に際し、今までにない規模で顕在化したこ

とで注目を集めた形だ。 

震災以降、県や国、農協が力を上げて風評を取り払うべく、有名人が福島県産の野

菜を食べて安全性をアピールする等様々なキャンペーンを行ってきているが、中々功

を奏さないものもあり、一度全国に広まってしまった「福島＝放射能汚染」というイ

メージは、茨城や群馬、栃木など、近隣の県をも巻き込んで波及し、拭い去ることが

できないまま今日まで来てしまっていることをこれらの件は端的に表している。 

過去の風評被害対策制度の例として、産業廃棄物の処理・溶融施設を持つ直島町にて設

けられた「風評被害対策条例」(2000 年 6 月)等があるが、国家的政策としての対応法は依

然確立されていないのが現状だ。日本は地震大国であり、原子力発電所を多く持つ国で

ある。今回の事故に鑑み、浜岡原発の全原子炉停止など再発防止対策が取られている

が、「首都直下型地震」や、「東海、南海、東南海 3 連動地震」など大規模地震発生

の可能性などが指摘されている中、次にまたこのような事故が起こらないという保証

はないと思われる。そこで、今回の震災で見られた「風評によって消費者が安心して

食品を手に入れにくくなる」という状況再び起こらないようにするにはどうしたらい

いのかという点に着目し、研究テーマとして選択した。 

社会学分野に属する課題であるため定性的な考察が主流となってきたが、今回我々は

「風評被害の実態の定量的に分析」を行うこととした。一般的に経済学で扱われる「価格

競争」など直感的にとらえ易いテーマとは違い、「風評」「イメージ」という実態の掴み

辛い影響で食料品市場はどのくらいのダメージを受けることになるのかを具体的に捉え
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る。それを踏まえ現状の分析を行った上で、最終的には需給の不均衡を是正する政策の提

案につなげていきたい。 

 

本稿の構成は 4章構成である。 

・第 1 章では、東日本大震災における風評被害の現状と、風評とは何なのかを、風評の性

質や過去の事例に照らしあわせながら考察し、課題や研究の方向性を明確にする。 

・第 2 章では、先行研究に対しての本稿の位置づけを明らかにし、行った分析の方法や結

果について述べる。 

・第 3章では、2章の結果を踏まえた風評被害の実態についての考察を行う。 

・第 4章では、1～3章を総合的に考慮し最も現実的と思われる政策について述べる。 

・最後に付録として、分析対象とした食料品類の一覧、変化率の導出方法、需要関数を推

定した品目の回帰式一覧等を示し、出典、参考論文とした文献の詳細を記した。 

  

日本の歴史上に残る災害の起こった年に政策提言の論文を書ける機会に恵まれた私たち

は、是非この問題に取組んでみたいと考え、本テーマを研究課題とすることとなった。こ

の研究を通して、地震大国である我が国日本の問題解決に協力できることを祈っている。 
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第1章  風評被害とは何か？ 

 

第 1 節：風評被害の定義  
 
1-1：風評の辞書的意味、及び政府見解 

 

風評被害の定義を調べると意外にはっきりしていないことが分かる。 

そもそも国語辞典ならびに専門辞書類には、「風評被害」という語句は登場していない。

近年になって初めて世間に認知された言葉だからである。「現代用語辞典」と言われる

『Imidas』(集英社)、『現代用語の基礎知識』(自由国民社)、『知恵蔵』(朝日新聞社)な

どの中でも、「風評被害」が初めて項目化されたのは 2000 年度版の『Imidas』とごく最

近である。そこにはこう記されている。 

「事実ではないのに、うわさによってそれが事実のように世間にうけとられ、被害をこうむ

ること。テレビ朝日『ニュースステーション』が放送した所沢市の野菜に関する不正確なダイ

オキシン報道によって、埼玉県産の野菜が全国的な不買運動に発展するなどしたことから、地

元農家がこれを風評被害としてテレビ朝日に訂正放送を要求した。テレビ朝日側はこの報道に

よる所沢産野菜の価格暴落を風評被害にあたらないとしている。」 

またインターネット辞典『goo辞書』には、 

「根拠のない噂のために受ける被害。特に、事件や事故が発生した際に、不適切な報道

がなされたために、本来は無関係であるはずの人々や団体までもが損害を受けること。例

えば、ある会社の食品が原因で食中毒が発生した場合に、その食品そのものが危険である

かのような報道のために、他社の売れ行きにも影響が及ぶなど」とある。 

そして農林水産省や厚生労働省等の政府機関の見解では「科学的根拠のない噂やイメー

ジで消費者の購買意欲が控えられ、生産者に経済的被害が生じること」とされている。 

しかし、例えば「1kg あたり 500 ベクレル未満」と政府が定めた安全食品基準がある場

合、「1kg あたり 200 ベクレルの汚染で安全基準を満たして出荷された福島県産の野菜」

と、「汚染なしで出荷された九州産の同品目の野菜」が店頭に並んだ場合、福島産よりも

九州産を買うのは一般消費者にとって至極当然な行為であるはずだ。この場合福島県産野

菜の需要低迷と価格の下落が起こるが「科学的根拠のない噂やイメージで消費者の購買意

欲が控えられること」と言うことはできない。しかし現状として、放射能汚染を受けた可

能性がある地域で産出された生産物のうち、安全基準をパスして流通したにも関わらず消

費者に敬遠されたものは全て風評被害によるものと扱われている傾向がある。 

定量的分析を行うには当然、風評被害の本質をはっきりさせておく必要があるが、上記

のようにその境界が曖昧で、また今までに風評被害を経済的に分析する試みは積極的に行

われて来なかったため、この分析が存外に難しいという問題に直面した。 
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0 

そこで、「風評の性質」「何故今回の震災ではここまで風評被害が大きくなったのか」

の 2点について考え、風評被害の本質を探ることとした。 

1-2：風評の性質 
風評とはつまり噂である。噂の総量についてアメリカの心理学者オルポートとポストマン

は 

「噂の総量は、曖昧さと重要性の掛け算によって決まる(噂の総量＝重要性×曖昧さ)」と

述べ、これは一定の評価を受けている。2 

 
aiR   

R ：噂の総量           i ：重要性          a ：曖昧さ 

 

社会に流れる噂の総量が多ければ多いほど大衆はそれに触れる機会が増えて、意識に刻み

込まれ易くなるため、必然的に風評被害も大きくなる。従って、情報の曖昧さと重要性に

比例して風評被害は大きくなることが分かる。 

1-3：風評被害が拡大した理由 
上記の「噂の総量＝曖昧さ×重要性」に従って今回の震災での風評の広がり方について

考えると、「曖昧さ」「重要性」の両要素ともに非常に高いことが分かる。 

・「曖昧さ」 

大衆の情報入手手段として主に挙げられるものは、テレビ等の報道番組、政府の発表、

インターネット、そして人々の口コミである。マスコミ報道は「安全」を強調するものに

終始している。放射能拡散マップでは自分の居住地は放射能圏内に入っているにも関わら

ず、報道番組にて東京電力社員や大学教授、原子力保安員、そして官房長官が口を揃えて

「直ちに健康被害が出るレベルではない」といった情報を発信している。しかし、実際に

は放射性汚染物質は原子炉から流失し続けており、各地で農畜産物や土壌、海洋の汚染が

見つかったという報道も散見される中、国が発表する「安全」の信憑性は日が経つに連れ

て低く感じられるようになる。さらに、放射能流出量に関する専門的な知識を一般人が詳

しく知るわけもなく、発信される～シーベルト、～ベクレルといった単位が一体どれくら

いの危険度を表すのか検討もつかない。公式に流れる安全情報を信じられなくなると、頼

れるのはインターネットで提供されるさまざまな情報と、それを取捨選択する個人の判断

のみとなる。 

インターネットを使用することで格段に得られる情報の範囲は広がる。しかしそこに存在

する情報は玉石混淆。放射能の危険性に関して様々な個人の意見やレポート、学者や海外

機関の見解が無数に存在し、結局 100％正しいと信じられるほどの情報は得られない。大

衆は確信できるものを持たないまま、曖昧模糊とした情報の海に投げ出されることとなる 

・「重要性」 

言うまでもなく、今回の震災は今まで日本国民が直面した中でも最大級の非常事態であ

る。津波が街を押し流す映像、各地で挙がる死傷者報告など、圧倒的な強烈なイメージを

持って、どの個人にとっても片時も目を逸らすことのできない極めて重要な出来事として

焼き付けられたはずである。そして原発事故による放射能拡散の情報は直接健康や命に関

わることであり、普段そのような生命の危険に晒される経験をしていない国民達から向け

られた関心度はやはり最大級のものである。原爆を落とされた経験から、幾度と無く放射

能被曝の恐怖を教えられてきた日本国民共通の不安として今なお注視されている。 

よって、「曖昧さ」「重要性」共に最大級であるため、風評被害は深刻な広がりを見せ

たものと結論づけることができる。 

                                                      

2佐藤達哉(立命館大学文学部) 第 2648 回立命館大学土曜講座講演録「うわさとパニック」より引用 
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以上より、風評被害の性質と今災害における特徴が分かった。 

 

 
・図 1 「意識調査：普段食品を購入する時に、産地を気にするか」 
 
 

・ 「 重 要 性」 に 関し

て、震災から 4 ヶ月

経っているにも関わ

らず 8 割近い消費者

が産地に関して不安

を持っていることが

分かる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(消費者庁 「食の安全に関する消費者の意識調査」(2011年 7月 15日実施 )より) 

 
・図 2 「意識調査：政府の行なっている食品の放射線調査と、 
    その結果に基出荷制限の設定・解除についてどう思うか」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(消費者庁「食の安全に関する意識調査」(2011年 7月 15日実施)より) 
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「曖昧さ」に関して、政府の設定する安全基準や、食の流通について疑問や不安があると

いう人は多数見られた。 

 

第 2 節：風評被害の歴史 
2-1：風評被害とされた過去の事例 
 
第一節に続き、過去の風評被害事件を見ることで風評被害の実態を探ることとした。 

以下に過去の主な風評被害事例を挙げる。3
 

事件名 被害対象 発生原因 

敦賀原発事敀 魚介類 放射能 

東海村 JOC 臨界事敀 納豆 放射能 

O-157事件(和歌山) かいわれ大根 O-157 

雪印食中毒事件 乳製品全般 黄色ブドウ球菌 

狂牛病、口蹄疫 牛全般、家畜 プリオン(病原菌) 

ナホトカ号重油流出事敀 かに、魚介類 石油汚濁 

能勢ごみ焼却処理施設 くり等農作物 ダイオキシン 

 

特に、原発事故で発生した風評被害の事例について詳しく記述する。 

 

・事例 1：敦賀原発事故 

 1981 年 4 月に福井県敦賀市の敦賀原子力発電所 1 号機から放射性物質コバルト 60 が

漏洩する事故が発生した。近隣の海域から平常時の 10 倍以上のコバルト 60 が検出さ

れたことが通商産業省から発表されたのを皮切りに各メディア連日のように報道した

結果、集荷自粛を行う県外市場が続出し、敦賀湾、そして遠く離れた金沢産の魚介類の価

格の暴落・取引量の低迷が続いた。しかし放射能汚染の実際の程度は大きくなく、敦賀湾

産でも影響は健康に影響ない程度、金沢産に至っては影響なしという事実があった。よっ

て、これは現実と乖離した買い控えということで風評被害と認定されている。 

 

 

・事例 2：東海村 JCO臨界事故 

 1999 年 9 月 30 日、茨城県那珂郡東海村にある株式会社 JCO の核燃料加工施設が、許容

量を超えるウランの投入によって瞬時に臨界状態に達し、関係自治体は事故当日に、半径

350 メートル圏内の住民に避難要請を、また半径 10 キロメートル圏内の住民に屋内退避

要請を出し、結果 2 名の死亡者と 667 名の被爆者を出した当時最大の原子力事故である。 

マスコミで大きく取り上げられ、報道番組はしばらくこのニュースで持ちきりであった。 

結果、東海村のある茨城県の特産物として有名な納豆の買い控えが起こった。これは JCO

の事故による風評被害だとして農家が損害賠償請求訴訟を起こし、裁判所はこれを認め

た。 

 

 

 

                                                      

3関谷直也(2010)「風評被害の社会心理 ～風評被害の実態とメカニズム～」 より引用 
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上記の事件の共通点は、いずれも「大量の報道がされたこと」「国民の命に関わること」

である。近年のメディアの急速な普及により、事件が明るみに出ると、速攻性を求める報

道機関により正確な事実関係が明らかになる前に報道されることがしばしばある。一度広

まってしまった情報は、特に食品の場合、命に関わる重要な案件として国民に強烈に認識

される。それが後の調査で誤りだと判明してもその影響を直ちに取り除くことは非常に困

難であることが指摘されている。解消にはそもそもの事故原因の完全なる解決と、十分な

時間の経過が必要であると言われ、よって一度広まってしまえば、風評被害の影響を受け

る前の収束は必然的に困難であることが分かる。 

2-2： 今回の震災における風評被害 
今回の震災は圧倒的な量を持って報道され、国民の命に関わるという重要性を持ち、そし

て人々の最大の関心事であることは二節で述べた。上記の過去の風評被害の例と比較して

同じ要素を持つため、今回も風評被害の「事後的な収束は同様に困難」と考えられる。

よって、本論文では風評被害の収束や拡大抑止のための政策ではなく、消費者の需給バラ

ンスの不一致を小さくし、生産者の不利益を解消するかを検討していくこととする。その

ための分析方法とその結果を次章で述べる。 
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第2章  分析 

第1節 先行研究と本稿について 
1-1：先行研究策定および本稿のオリジナリティ 
 本論文では先行研究は佐藤龍太郎 井上真(2011)「放射能の風評被害が国内産業に与え

るインパクト」と考えている。まず、参考文献を探す段階において風評被害の定義や解決

法についての定性的なアプローチを行った論文は比較的量があるのだが、その多くが心理

学や社会学、選択理論と言った分野のもので、風評被害の経済影響に関しての定量的なア

プローチを行った文献は風評被害の定義の曖昧さ、風評被害単体の数値としての表れにく

さに影響されてか決して十分な先行研究があるということはできない状況である。 

 そのためこの論文は風評被害の影響度を産業別の GDP の成長率で評価しているという

点で定量的評価を行っている数尐ない論文であり、風評被害のマクロ的影響に言及してい

るため私たちの目標とする内容と非常に似通っている。 

 しかし本稿において先行研究の産業別という区別からさらにミクロへと視点を移し、特

定品目においての風評被害影響度を測定するという点で大きく異なる。当論文はすべての

産業のおける風評被害の解消を目標とするものではなく、品目別、特に農産物に関しての

風評被害度の測定・評価・解決策の策定を目標とするものである。評価する指標が異なる

という点で先行研究とは異なる角度から風評被害の大きさを評価できると考えている。 

  

1-2：先行研究について 
 先行研究においては日本における放射能汚染レベルをチェルノブイリ原子力発電事故後

の放射能汚染におけるスウェーデンのものと同等のものであると考え、スウェーデンにお

けるチェルノブイリ原子力発電事故後の観光・農業・漁業・小売・外食産業について 15

年程度のスウェーデンの産業別 GDP の成長率(前年同四半期比の増減率）についての分析

を行い、当時の状況と照らし合わせ風評被害としてどの程度の影響度を持っていたのかの

分析を行っている。そしてその後現在日本の置かれている状況を分析したうえで、チェル

ノブイリ原発事故後に取ったスウェーデン政府の政策をもとに国際機関への情報提供の本

格化によって情報の非対称性を無くすことを提言し、その結果として風評被害を受けてい

た産業の回復を目指すべきであると述べている。 

 

 

1-3：本稿について 
 本稿においては指標として各産品(ホウレンソウやトマトといった農作物から外食産業に

至るまで)に注目し、その需要量の変化を風評被害度の指標と考える。その目的として各消

費品目について回帰分析を用いた需要関数推定を行いその推定式を用いて 2011 年 3 月～7

月の推定月次需要量を算出する。その値と実際の需要量との乖離度を風評被害影響度と仮

定する。 
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1-4：先行研究と本稿の相違点 
 先行研究においてはチェルノブイリ原発事故を比較しているため複数年次での産業 GDP

推移を分析し、風評被害の影響を表した。しかし本稿では東日本大震災のみに焦点をあて

月次での推移を追うことで震災発生後の風評被害の影響をより詳細に記述することができ

ると考えている。 

第2節 風評被害の数値化 
2-1：風評測定対象の策定 
 本論文では風評被害の実態の分析、及びそこに存在する問題の解消を目的とする政策を

提言するべく研究を進めているが、現在風評被害の規模や程度を明確に定義する尺度およ

び方法は各研究機関においても明示されていない。そのため経済学的分析を行うに当たり、

その「風評被害の影響度の数値化」を行う必要がある。今回我々はその尺度として「平年

需要との乖離度」を用いることにした。 

 今回乖離度を測定するにあたって分析対象としてすべての品目の需要量について詳細に

測定することが望ましいのだが、今回私たちは原発事故から発生した放射性物質飛散の影

響と消費者不安のかかっているウェイトを考えて、食品に対して調査対象を絞ることとし

た。しかし、それでは調査対象があまりに多いため 2 段階の分析を行い詳細な分析に関し

ては第 1 段階分析の中から特徴的な変化をしているものを抽出して詳細な分析を行ってい

くものとする。なお食品の分析品目は総務省統計局の家計調査に掲載されているものであ

る。 

2-2：分析手法 
(1) 第１段階分析  

第１段階目の分析としては今年度と前年度の消費金額と消費者物価指数をも

とに今年度が前年度と比較してどの程度変化しているかというのを第１指標と

する。数式としては、 

t

tt

t

tt
t

P

PP

V

VV
E 1

1

1 




－

－
－

 

)(価格の代用：消費者物価指数：消費金額　　　：変化率　　　 ttt PVE  

 

として計算を行う。4 

当試算を行うことによって簡易的に変化の状況を捉え、当震災によって発生し

た直近の需要変化の度合いを簡単に測定する。 
 

(2) 第２段階分析 

第１段階の分析では直近での変化率の大きさのみしか測定できないので、信

用度はそれほど高いものではない。第 1 段階分析で試算を行いその中で如実に

変化が表れたものに対して長期(10 年分)のデータを使用してより一般的な各品

目の需要関数を推定するということで第２段階分析を行う。  

 
                                                      
4 この変化率を表す数式の導出方法は、付録(2)にて示す。 
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・推定式 

まず家計調査にあるすべての食品の項目について 2001 年 1 月から 2011 年 2 月までの

データから通常時需要関数の推定を行う。需要関数推定に関しては辻村江太郎「計量経済

学」の推定手法を利用する。今回推定する需要関数の基本的な構造を 

 


12

2321

exp
i ii

t

t

t

t

t Db
CPI

p
a

iCPI
aaq  

：月次ダミー：平均価格　　：消費支出　　：需要量　　 iii Dpq exp  

数　：品目別消費者物価指　　　：総合消費者物価指数 it CPIiCPI  

 

と私達は設定する。本稿の分析に関してデータは総務省統計局の「家計調査」と「消費者

物価指数」を用いる。統計ソフトは Stata を使用する。 

・各変数を用いた理由 

① 消費支出（ iexp ） 

経済理論に則ると消費支出が減尐するとその品目に費やせる可処分所得が減尐して

需要量が減尐する。つまり消費支出と需要量の間に正の相関があるといえ、消費支

出が需要量を決定する要因の一つであると考え、今回説明変数に加えた。 

② 平均価格（ iP ） 

経済理論の基本として需要関数の説明変数として価格が使われることから、各品目

の平均価格を説明変数に加えた。 

③ 月次ダミー（ iD ） 

月ごとの季節性による消費者の選好の変化を考慮するために、月次ダミーを説明変

数に加えた。 

消費者物価指数（
tt CPIiCPI および ） 

説明変数に用いた消費支出と平均価格のデータを消費者物価指数（消費支出は総合

消費者物価指数を用いた）で除し、基準年からの物価の変動の影響を排除するため

今回採用した。なお今回使用した消費者物価指数は平成 22 年基準年消費者物価指数

を使用した。 

2-3 ：乖離度について 

 2-2(2)にて推定した需要関数に実際の平均価格・消費支出を代入し、2011年3月から2011

年7月までの各月の需要量の推定値を算出し、その結果をもとに乖離度を算出する。ここ

での乖離度は需要量の実測値と推定量との差を百分率で表したもので、      

t

tt
t

Q

QQ
E

ˆ

ˆ
1

－
 

         ：推定需要量：実際の需要量　　　：乖離度　　 ttt QQE ˆ  

と設定する。乖離度が正に大きいほど例年の同月の需要に比べ今年度の同月需要量が増加

していると言え、逆に乖離度が負に大きいほど例年の同月の需要に比べ今年の同月需要量

が減尐していると言える。これによって今回の震災における需要変化の大きさ度合いを表

現している。
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第 3 節 分析結果 
3-1 第１段階分析の結果 

第一分析においては家計調査の中から食料品に関連する 243 品目を選択して分析を行

った。それに関して３月における変化率の大きさ具合で分布を表現すると、 

図 1 

 
以上のグラフのような分布となっている。 

 また個別に変化率グループの内訳について触れると、 

・x＜— 15(消費激減)グループ 

外食や魚介類、酒類が多く含まれていた。 

 

・− 15＜x＜− 5(消費減)グループ 

魚介・野菜の一部、菓子類、飲料関連が多く含まれていた。 

 

・− 5＜x＜5(通常通り)グループ 

最も品目数の多いゾーンであり、含まれる品目も雑多であった。調味料やパン、加工

肉、惣菜と言ったものが多く含まれていた。 

 

・5＜x＜15(消費増)グループ 

穀類、炭酸飲料や発泡酒といった飲料が多く含まれていた。 

 

・x＞15(消費激増)グループ 

米、カップ麺、ミネラルウォーターといった品目が含まれていた。 

という状況が結果から描写されている。 
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3-2 第 2段階分析の結果 
第 1 分析の結果から変化率として特異な性質があると考えられる x＞15 とｘ＜− 15 に該

当する品目に対して需要関数を推定した。それをもとに前述した乖離度を用いて分析を行

った。しかしながら家計調査にて数量・価格のデータが共にないものも多数含まれていた

ので、そういった品目に関しては除外した全 24 品目について分析を行った。数量もしく

は平均価格が判明しているものに関しては支出金額をどちらかの値で除したものを説明変

数として使用した。 

これらの乖離度の結果は以下の表のようになっている。 

 

・ X>15 グループ 
図 2 

米 乖離度（％） 穀類 乖離度（％） 麺類 乖離度（％）

7 3.303 7 (4.531) 7 8.522

6 (3.914) 6 2.906 6 3.631

5 (6.798) 5 0.909 5 0.502

4 (0.771) 4 (5.434) 4 (0.365)

3 31.687 3 20.513 3 22.349

小麦粉 乖離度（％） スパゲッティ 乖離度（％） 餅 乖離度（％）

7 (4.732) 7 (0.349) 7 13.036

6 9.904 6 6.054 6 54.273

5 8.043 5 4.670 5 14.873

4 (3.005) 4 3.529 4 44.635

3 23.525 3 27.485 3 81.220

カップ麺 乖離度（％） 粉ミルク 乖離度（％） 即席麺 乖離度（％）

7 (2.642) 7 (8.759) 7 120.202

6 5.453 6 14.903 6 14.390

5 0.751 5 (27.127) 5 62.679

4 (10.058) 4 (14.845) 4 4.998

3 40.251 3 49.119 3 54.323

ブロッコリー 乖離度（％） キュウリ 乖離度（％） コーヒー 乖離度（％）

7 (8.429) 7 9.820 7 (13.512)

6 (11.293) 6 (3.503) 6 (0.274)

5 8.143 5 (2.741) 5 0.054

4 20.039 4 9.428 4 (11.184)

3 24.770 3 29.426 3 10.192

ピーマン 乖離度（％）

7 (2.423)

6 (1.375)

5 14.369

4 10.287

3 10.461

以上のデータを見やすくするために以下にグラフ化した。 
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図 3 

 
 

 

 

 

図 4 
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・x＜− 15グループ 

図 5 

イワシ 乖離度（％） ホタテ 乖離度（％） その他の麺類 乖離度（％）

7 22.876 7 (42.117) 7 (1.092)

6 15.271 6 (36.099) 6 (2.522)

5 (11.131) 5 (34.626) 5 (1.172)

4 8.535 4 (32.253) 4 (9.026)

3 7.459 3 (31.705) 3 (12.848)

白菜 乖離度（％） サンマ 乖離度（％） サツマイモ 乖離度（％）

7 (1.615) 7 (46.349) 7 (22.477)

6 3.671 6 (33.034) 6 (14.429)

5 14.397 5 (18.558) 5 (9.238)

4 19.842 4 (24.122) 4 0.439

3 11.513 3 (16.310) 3 (7.639)

タコ 乖離度（％） 里芋 乖離度（％） タケノコ 乖離度（％）

7 (3.832) 7 23.415 7 121.034

6 2.529 6 45.978 6 0.146

5 (9.755) 5 31.385 5 11.521

4 7.537 4 (1.290) 4 (24.160)

3 13.481 3 16.662 3 (24.328)

生シイタケ 乖離度（％） ワカメ 乖離度（％）

7 25.868 7 (28.872)

6 19.979 6 (30.644)

5 17.969 5 (34.086)

4 3.637 4 (32.681)

3 (3.093) 3 1.899
 

こちらも同様に以下にグラフ化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

5 

 

 

図 6 

 
 

 

 

 

 

図7 
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第3章    考察 

第1節 第 1 段階分析考察 
 分類分けを行い作成したヒストグラム(図１)を考察すると、変化率分布の中央がマイ

ナスの方へ偏った分布となっている。この結果から今回東日本大震災が発生した際に

消費者が消費自粛を受けて食料品全体に対しての支出を減らしたことが伺える。これ

に関しては消費者の消費動向をさぐる指標である消費支出が− 15＜x＜− 5 のグループ

に入っていて、消費のうちの食料品に関しての割合を表すエンゲル係数もさほど下が

っていないことからも伺える。 

 以上に加え各変化率グループの考察を行う。今回焦点を当てるのは変化率の大きな

グループであるのでここでは変化率の絶対値が 15 を上回っているものについて考察を

行っていく。 

 

・x＞15(需要激増)グループ 
 このグループは震災発生後消費が大きく増加したグループであり、含まれる品目は

米やミネラルウォーターといった生活必需品が多い。これに関しては震災後の消費者

の行動を考えるに「買い溜め」を行った結果による消費の急激な増加であり、こうい

った品目の特徴としては３月一杯、場合によっては４月に及ぶがほとんどが７月まで

には従来の水準として考える変化率が 

− 5＜x＜5 の範囲にとどまっている。つまり生活必需品に関しては急激に消費者不安

が増大し、以後収束するという構造ができている。であるのでこの場合は市場の動向

に任せて自動修復を待っていればよいだろう。 

 続いてこのグループに多く含まれていた品目は缶詰やもち、カップ麺、乾麺といっ

た品目であった。これらの品目に共通する特徴はどれも「長期間保存可能」という性

質であり、これもまた震災という背景を考えれば容易に需要が急増する理由が予想で

きる。今回東北の震災ということで人口の最も集中している関東に非常に近い地域で

発生したものであり、また本震発生後の余震も茨城県沖や千葉県沖といった関東地方

の周辺で発生することが多かったために消費者が慌てて避難の際の食料を確保しよう

とすることは至極当然である。 

 また、今回放射線物質の拡散によって食料供給が困難になるという予想をし、保存

期間が長期にわたるものを買い込んでおくことでもしもの際の食料に関してのリスク

を軽減しようと行動したことも伺える。つまり、これらの商品の需要が増加した原因

として考えられるのは総じて消費者の地震という自然災害に対しての不安から生じて

いるものであると結論づけられる。また３月期に関しては市場で買い占めが起きてい

るという状況を受けて自分自身も買いだめをしなくては安定した生活が行えなくなる

のではないかという状況もこの買いだめを助長していると考えられる。 
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・x＜− 15(需要激減)グループ 

 このグループは震災発生後に消費が大きく減尐したグループであり、内訳を見ると

複数の魚介海産物、外食産業、酒類、一部の農作物となっていた。基本的にはこれら

の産品に共通項は見いだせない。そこで今回これらの産品に関して分類別に状況を考

察していく。 

 

1. 外食産業 

外食産業に関しては説明および考察は容易である。震災発生後日本全体として消

費自粛の流れができていたことは記憶に新しく、国民全体が外食を避け自宅で食

事をとるようになっていた為に家計の中で外食の出費が減ったというと考えても

何ら不思議ではない。つまり今回外食産業に関しては「風評被害」という概念に

は当てはまらないだろう。 

2. 酒類 

  酒類も外食産業同様消費自粛のあおりを受けたと考えるのが妥当である。 

   つまり普段嗜好品としてたしなむものであるウィスキーなどの消費を抑えた結果

として需要が縮小したと結論づける。 

 しかし上記のこれら 2 品目に関しても消費自粛が直接的に被災地への支援になら

ないという点を考慮に入れるとどちらも「消費を自粛すべきという『風評』によっ

て被害を被った」と考えることもできなくはないが本稿では単なる消費自粛による

ものと扱い風評被害としては扱わない。 

3. 農作物 

このグループに含まれている作物は農作物全体としては非常に尐ない。列挙すると

ハクサイ、サツマイモ、サトイモ、タケノコ、生しいたけと農作物で約 30 品目あ

る中で 5 品目のみとなっている。農作物に関しては放射能の影響を受けざるを得な

いので風評被害の可能性は否定できない。 

そのため農作物に関しては要注意品目として第 2 段階分析によってより分析を深め

ていくこととする。 

4. 魚介海産物 

今回このグループに関して最も注目すべき品目である。その理由としては今回第一

段階分析で分析を行った魚介類 26 品目のうち 9 品目がこのグループに含まれてい

るというものがある。さらに 17 品目が変化率のマイナスなグループに入っている

ということがある。これは農作物が− 5＜x＜5 のグループに多く入っているという

こととは状況が大きく異なっている。しかし、今回地震発生後津波の被害を受けた

地域は大船渡市や石巻市と言った港町が多いため単純に水揚げ量が減尐したために

消費者が魚介類を購入できずに消費量が下がったということも考えられるので要注

意品目として第 2 分析において詳細に分析を行っていくこととする。 
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第2節 第 2 段階分析考察 
 需要関数を用いて推定した乖離度の表(図 2,図 5)を尐し改良し、第一段階分析で算出した

変化率との比較ができる表を作成した 
米 乖離度（％） 変化率(％) 穀類 乖離度（％） 変化率(％) キュウリ 乖離度（％） 変化率(％)

7 3.303 (0.358) 7 (4.531) (5.681) 7 9.820 5.481

6 (3.914) (7.799) 6 2.906 3.814 6 (3.503) (7.608)

5 (6.798) (7.874) 5 0.909 (3.055) 5 (2.741) 2.862

4 (0.771) (3.810) 4 (5.434) (5.743) 4 9.428 20.735

3 31.687 20.195 3 20.513 18.696 3 29.426 16.216

麺類 乖離度（％） 変化率(％) 小麦粉 乖離度（％） 変化率(％) ピーマン 乖離度（％） 変化率(％)

7 8.522 9.877 7 (4.732) (9.944) 7 (2.423) (5.486)

6 3.631 1.062 6 9.904 9.505 6 (1.375) (10.527)

5 0.502 1.527 5 8.043 4.224 5 14.369 23.024

4 (0.365) (0.467) 4 (3.005) (13.414) 4 10.287 25.531

3 22.349 17.337 3 23.525 18.985 3 10.461 18.219

スパゲッティ 乖離度（％）変化率(％) 餅 乖離度（％） 変化率(％) コーヒー 乖離度（％） 変化率(％)

7 (0.349) 3.679 7 13.036 (24.437) 7 (13.512) (1.458)

6 6.054 6.434 6 54.273 9.876 6 (0.274) (1.091)

5 4.670 1.996 5 14.873 (17.792) 5 0.054 6.878

4 3.529 1.326 4 44.635 2.647 4 (11.184) (2.640)

3 27.485 20.179 3 81.220 42.002 3 10.192 16.325

カップ麺 乖離度（％）変化率(％) 粉ミルク 乖離度（％） 変化率(％) 即席麺 乖離度（％） 変化率(％)

7 (2.642) 2.736 7 (8.759) (7.426) 7 120.202 (0.623)

6 5.453 7.527 6 14.903 26.581 6 14.390 4.279

5 0.751 0.963 5 (27.127) (11.230) 5 62.679 5.385

4 (10.058) (5.079) 4 (14.845) (0.930) 4 4.998 0.497

3 40.251 42.850 3 49.119 38.021 3 54.323 32.274

ブロッコリー 乖離度（％）変化率(％) 生シイタケ 乖離度（％） 変化率(％) ワカメ 乖離度（％） 変化率(％)

7 (8.429) (7.529) 7 25.868 (6.430) 7 (28.872) (16.311)

6 (11.293) (10.468) 6 19.979 (1.983) 6 (30.644) (24.350)

5 8.143 8.038 5 17.969 0.037 5 (34.086) (30.509)

4 20.039 33.938 4 3.637 (8.934) 4 (32.681) (32.182)

3 24.770 33.551 3 (3.093) (8.348) 3 1.899 12.078

イワシ 乖離度（％）変化率(％) ホタテ 乖離度（％） 変化率(％) その他の麺類 乖離度（％） 変化率(％)

7 22.876 (7.716) 7 (42.117) (52.841) 7 (1.092) 1.198

6 15.271 (16.982) 6 (36.099) (46.181) 6 (2.522) (2.509)

5 (11.131) (10.311) 5 (34.626) (40.492) 5 (1.172) (1.930)

4 8.535 (15.407) 4 (32.253) (40.957) 4 (9.026) (14.390)

3 7.459 (17.900) 3 (31.705) (53.905) 3 (12.848) (19.654)

白菜 乖離度（％）変化率(％) サンマ 乖離度（％） 変化率(％) サツマイモ 乖離度（％） 変化率(％)

7 (1.615) (5.084) 7 (46.349) (31.465) 7 (22.477) 6.669

6 3.671 11.823 6 (33.034) (32.837) 6 (14.429) (7.793)

5 14.397 8.982 5 (18.558) (27.280) 5 (9.238) (17.167)

4 19.842 (2.233) 4 (24.122) (34.853) 4 0.439 (29.398)

3 11.513 (15.097) 3 (16.310) (34.896) 3 (7.639) (32.530)

タコ 乖離度（％）変化率(％) 里芋 乖離度（％） 変化率(％) 乖離度（％） 変化率(％)

7 (3.832) (24.973) 7 23.415 (2.685) 7 121.034 57.037

6 2.529 (14.759) 6 45.978 (28.824) 6 0.146 16.216

5 (9.755) (20.706) 5 31.385 (14.341) 5 11.521 22.476

4 7.537 (18.639) 4 (1.290) (31.014) 4 (24.160) (1.583)

3 13.481 (22.766) 3 16.662 (18.776) 3 (24.328) (58.034)  
 



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

 

9 

 

 

上記の変化率と乖離殿比較考察を変化率の際に区分けしたグループごとに行っていく。 

・ x＞15(需要激増)グループ 
需要量が増加した品目群は餅をのぞいて乖離度と変化率がほぼ同じ推移をしている。

であるので需要が増加した品目に関しては長期的にも短期的にも同じような推移をし

ていると考えることができる。 

続けて乖離度の推移の分析を行っていく。そこでまず下に示した図 3− 1、4− 1 を見

ていただきたい。 

図3-1 

 
 

 

図4-1 

 
即席麺の推移のみ特異な変動を見せてはいるものの、それ以外の品目に関しては図

中の赤い矢印が示すように乖離度の数値が 3 月では大きかったものの４月、5 月と時

間の経過とともに徐々に 0 へと近づいていることがわかる。 

 そのためこれらの品目に関しては時間経過とともに急激な需要の増加は落ち着いてい

きこれらに関しては特別な手を打たなくとも市場の自動修復力に任せて問題はないと

考えられる。 
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・ x＜− 15(需要激減)グループ 
需要量が減尐した品目群は需要量が増加したグループとは異なり、里芋や白菜といった

数品目については乖離度と変化率で大きく結果が異なるものがある。これについては変化

率のところで述べてはいるが、変化率はあくまで今年度と昨年度の値をもとに導出された

ものであり、一般的な需要の変化率を表すものではない。であるので今回 10 年分のデー

タを用いて推定した需要関数をもとに推定した乖離度をより正確なデータとして見なし、

まず乖離度の推移の分析を行う。それに伴い下に示した図 6− 1、7− 1 を見ていただきた

い。 

 

図6-1 

 
 

図7-1 

 
すると需要量が激減した品目に関しては増加した品目の際に見られた乖離度収束の構造

は見られず、どちらかと言えば乖離度が時系列を追うごとに拡散していくないし変化しな

いという構造をとっていることがグラフから読み取ることができる。 
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辻村江太郎「計量経済学」の 4 章によれば市場構造に急激な変化があった際には基本的

に特別な措置を施さなくても通常の市場構造に収束するものの、ある一定水準を超えると

市場の自動修復能力だけでは収束することができないとある。とすれば今回第 2 段階分析

にて行った２４品目のうちで急激な変化の一定水準に収まっていたものと収まっていない

ものの 2 パターンにきれいに分類されたということが考えられるであろう。つまり分類が

x＞15(需要激増)グループが収束可能範囲に収まっているグループ、x＜− 15(需要激減)グ

ループが収まっていないグループにと言う具合に分かれたということである。 

そう考えると今回収束可能範囲に入っていない x＜− 15(需要激減)グループにおいては

収束可能範囲に入れないような要因が働いていると考えるのが当然である。特に図 6− 1、

7− 1 のなかで 3 月以降一貫して乖離度が大きくマイナスの値をとっているサンマ、ホタ

テ、ワカメ、サツマイモに関しては明らかに負の要因が働いていると考える。ここで私た

ちはこれらの品目に対し、需要構造に負の影響を与える「風評被害」が存在すると結論づ

けた。 

第3節 政策提言に向けて 
第 3 章第 1 節、第 2 節の分析を受けて私たちはサンマ、ホタテ、ワカメ、サツマイモに

風評被害が発生しているという結論を下した。やはり当初の予想通り消費者の体に直接取

り込む食品品目には風評被害が発生していることが確認された。しかし当初想定していた

よりは非常に尐ない品目数である。 

風評被害が発生していると結論づけた４品目を分類すると海産物 3 品目、農作物 1 品目

となっている。この分かれ方に私たちは尐々違和感を感じた。震災以後報道等で風評被害

ついて取り沙汰さているが、私たちが主に耳にするのは農業についての風評被害が報道数

としては多い気がしている。また、10 月 25 日、11 月１日に放送された「日経スペシャル 

ガイアの夜明け」(テレビ東京)において「シリーズ日本の食は大丈夫か？」という番組が

放送されていたが、10 月 25 日分が「米」に関して、11 月１日分が「野菜」に関して、と

どちらも農作物に関しての内容であった。しかし今回私たちが風評被害のある品目として

考えた 4 品目のうち農作物はサツマイモの１品目しか含まれていない。野菜についての風

評被害の報道は多いのに対し、水産物はそれほど報道数が多いとはいえない現状を考慮し

て私たちは今回水産物の風評被害に対しての政策提言を行っていくことを考えた。 
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第 4 章 政策提言 

第 1 節：何故漁業が主に被害を受けたのか？  
1-1：過去の事例との比較と考察 
第 1 章第 2 節で取り上げた、東海村 JCO 臨界事故について振り返って頂きたい。これは当

時かなり世間を騒がせた事件であり国民は放射能の拡散を不安に思っていたが、この時の

風評被害の対象は水産物ではなく、納豆など現地の農作物であった。東海村は沿岸の町で

あるにも関わらず。 

これは、事故の起きた核燃料加工施設の場所が「沿岸ではなかったから」であると考え

る。そして、本震災における風評が水産物に及んだ理由は「福島第一原子力発電所が沿岸

にあることを国民が皆認知していたから」と考える。原子力発電所に関して詳しく知らな

い国民でも、連日ニュースでテレビに映る福島原発の映像を見て、それが沿岸にあること

は誰もが知っていたと思われる。 

また、「空気中に拡散する放射性物質」と、「海水に流れ出る放射性廃棄物」のイメー

ジの違いもあると考えた。空気中に拡散した放射性物質は大気中に広く散らばるものの、

農作物は地表で作られているため、その放射性物質全てが農作物に吸収されるというイ

メージは持ちにくい。一方、海に流れでた放射性廃棄物のイメージは、海中に広く散らば

り、魚介類は海中にくまなく分布しているため、拡散した放射性廃棄物をもろに魚が飲み

込みその影響を直接受けるというイメージがあるかもしれない。また、魚介類は鮮度が命

なように、腐敗に対してデリケートな存在という印象もある。 

よって上記のように 

「福島第一原子力発電所が沿岸にあることが国民に周知の事実となっていること」 

「農作物より水産物の方が深刻な放射能汚染を受けやすいという印象がある可能性」 

の 2点を持って、水産物の方が風評被害を大きく受けた理由に関する考察とする。 
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1-2：原子力発電所の立地 
以下の日本の原子力発電所の立地を示した図を見て頂きたい。 

 

図 1：日本の原子力発電所一覧 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         (経済産業エネルギー白書 分かりやすい「エネルギー白書」の解説 より) 

日本には合計 55 の原子力発電所が存在するが、「海水を冷却水として安価かつ大量に使

えるから」「発電所の片側が海で住居地帯がない」を理由としてその全てが沿岸に存在し

ている。よって、本章 1-1 の考察に従えば、国内の原発で放射能漏れ事故が発生した場

合、高確率で再び水産物への深刻な風評被害が起こると予想できる。実際に、第 1 章第 2

節 2-1で挙げた敦賀原発事故も石川県近海の魚介類への風評被害が起こっている。 

第 2 節：政策の検討 
2-1：政策のポイント 

私たちは今回のような原発事故が起こった際の、風評被害による需給不一致の解消、及

び生産者の利益が害されないような政策を目指している。そして、これまで見てきたよう

に、原発事故が起こった際には農業よりも漁業に深刻な影響が出ることが懸念されるた

め、漁業に主眼を置いた政策を検討した。 

ここで提案する政策のポイントは以下の 2つ。 

① 「放射能被害を受ける可能性が比較的高いと思われる海域と、比較的低いと思われ

る海域を分け、比較的高いと思われる海域で採れる魚介類に焦点を置いた対策」 

② 「沿岸・沖合漁業から、養殖業への代替可能性の検討」 

 

である。それぞれに関して以下で詳しく述べる。 
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2-2：海域の違いによる放射能被害の危険性の差 
 海中に流出した放射性廃棄物の拡散には、「海流」が大きく関わってくる。 

まず、以下の福島第一原発から流出した放射性物質濃度を表した画像を見て頂きたい。 

図 2： 海中放射能濃度分布(青に近づくほど薄く、赤に近づくほど濃い) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

(ASR Radioactive Seawater Impact Map より引用) 

これと比較して、日本近海に流れる主な海流の一覧図を見て頂きたい。 

図 3:日本近海の主な潮流一覧(赤は暖流、青は寒流) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(北海道大学資料 海の教室 より引用) 
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これらを比較すると、放射性物質の拡散は海流に忠実に沿っていることが分かる。福島近

海は黒潮と親潮に挟まれ、それぞれの海流の流れに綺麗に沿って最も放射能濃度の高い赤

色・オレンジ色の部分が分布しているのが見て取れる。海流からはみ出た部分は、放射能

濃度の低い青色が分布し、海流から大きく逸脱することなく太平洋へと運ばれている。 
この特徴を利用し本章第 1 節で示した国内の原発配置と比較することで、将来原発事故が

起こったと仮定して放射能汚染に見舞われる可能性が高い海域と、低い海域とに区別でき

る。 

 

① 放射能汚染に見舞われる可能性が高い海域 

・宮城・福島・岩手・茨城東側沖合 

 言うまでもなく東日本大震災における被害地である。福島原発以外にも女川原発など 

 複数の原発が存在し、かつ親潮と黒潮の合流地点であるため放射性物質がたまり易い 

 海域となっている。 

・日本海側(福井県以北) 

 若狭湾に沿って複数の原発が位置し、また多数の施設を持つ柏崎刈羽原発がある。 

 さらに対馬海流が日本列島に沿って北へ流れているため、秋田や山形にも波及する 

 恐れがあると考えられる。 

② 放射能汚染に見舞われる可能性が比較的高い海域 

・北海道西側沖合 

 上記の日本海側(福井県以北)の原発で何かあった場合、距離は離れているものの対馬 

海流に乗って放射性物質が流れ着く恐れがあり、また泊原子力発電所も存在する。 

・東海地方沖合 

 浜岡原発が存在する。現在震災を危惧して停止中で、9月から始まった防潮堤工事の 

 完了を待って再開する予定だが、ここの場合最も恐れられるのは東海地震が起こった際

にその影響が直撃することだ。極めて大きな規模と予想されるこの地震の前では、いく

ら地震対策をしても安心することはできない。 

③ 放射能汚染に見舞われる可能性が比較的低い 
・紀伊半島・四国沖合・宮城県沖合 

 西日本には東日本に比べて原発がかなり尐なく(全国 55基中の、西日本合計で 14基) 

① ②の海域に比べて放射能汚染を受ける可能性は低いと考えられる。 

しかし規模は小さいものの、伊方原発、上関原発、川内原発は老朽化が進み、トラブル

が起きやすい状況である上、万が一放射能漏れが発生した場合は黒潮に乗って流れてく

ると考えられるため、油断はできない。また東南海地震が東海地震と連動して起こる場

合には、伊方、上関はその被害を尐なからず受ける可能性もある。 

・日本海側(中国地方) 

 ここにも規模の小さい島根原発が 1つのみだが、万が一玄海原発等で事故が起きると 

 対馬海流に乗って放射性物質が流れてくる可能性がある。 
④ 放射能汚染に見舞われる可能性が低い海域 

・北海道東、東南側沖合 

 親潮がオホーツク海から本州に向かって流れており、本州の原発から放射性物質が流れ

てくる可能性は低いと考えられる。 

・長崎県、熊本県沖合 

  玄海原発、川内原発に比較的近いものの、対馬海流、黒潮共に流入しないので 

   放射能汚染の可能性は低い。 
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次に、① ②の海域、③④の海域それぞれで主に漁獲される魚介類について判断する。 

 

下の図は、国内で主に食用される魚介類の日本近海での主な生息域を示したものである。 

 
図 4：国内主要消費魚介類の、日本周辺海域における生息地一覧 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   (北海道大学資料 海の教室 より引用) 

① ②に当てはまるものは 

イカ・サンマ・ブリ・ホッケ・マグロ・(イワシ)(カツオ)(サバ) 

 

③  ④に当てはまるものは 

アジ(暖流に乗って九州近海で主に採れるため④) 

ニシン・タラ・サケ・マス(親潮に乗って来て、北海道東南側沖合で採れるため④) 

(イワシ)・(カツオ)・(サバ) 

 

となった。ここで重複しているイワシ、カツオ、サバは、どちらのグループの海域にも主

な漁場があるためである。これらには個別に考察を行い改めて分類し直す。5 

 

イワシ：①②グループの茨城・千葉沖では漁獲高が 15万トンに対し、③④に属す 

高知沖、中国地方沖の漁獲高は合計 7万トンに留まる。よって、産地は 

①②グループ寄りであるため、そちらに分類する。 

サバ： ①②グループの千葉・茨城・福島・宮城沖合での漁獲高は 15万トンに対し、 

③④に属する長崎、島根沖合では 9万トンである。よって、産地は①②グループ 

寄りであるため、そちらに分類する。 

                                                      
5漁獲高のデータは全て農林水産省 農林水産統計部 平成 22 年漁業・養殖業生産統計(第 2 報) 
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カツオ：静岡県が漁獲高トップとなっているが、カツオは遠洋漁業の比率が高い品目で 

    ある。全国計 12万トンの漁獲高のうち、7 万トンが遠洋漁業を占める。そして 

    静岡県焼津漁港は日本最大の遠洋漁業基地であり、そのため静岡県の比率が高く 

    なっているものと考えられる。日本近海で採れる比率が比較的低い上、放射能 

汚染の影響を受けにくい沖縄近海などにも分散しているため、③④グループに 

分類する。 

マグロ：上記のグループ分けでは重複していないが、カツオと同様遠洋漁業を主とする 

    品目であるため、これも放射能汚染の影響は受けにくいと考えられる。よって、 

    ①②グループではなく③④グループに分類する。 

 

以上より、改めて整理すると、 

①②グループ 

イカ・サンマ・ブリ・ホッケ・イワシ・サバ 

③④グループ 

アジ・ニシン・タラ・サケ・マス・カツオ・マグロ 

となる。 

よって①②グループに分類された魚介類に対応を考える必要があると考える。 

 

2-3：政策 
(1)産地の代替可能性 

需給安定のためには、上記の①②グループに属する魚介類の国内流通の主流を、日本近

海における漁獲からその他の方法に比重を移すことが好ましいと考える。その方法として

第一に挙げられるのが養殖である。養殖は施設さえ作れるなら、様々な場所で飼育できる

という利点がある。日本近海の代替産地を探す本政策にとって非常に都合がよく、。ま

た、国内自給率を下げることもないため好ましい以下で養殖の特徴及び、①②グループの

各品目の養殖による代替可能性について論じる。 

・養殖の特徴 

養殖とは「区画された水域を専用して水産生物を所有し，それらの繁殖及び生活を積極

的に管理・育成して収穫する手段」とされている。一般に、「 ニーズの高いものを選択

的に大量に生産出来る」「年ごとの環境の変化などによる漁獲減尐に左右されずに毎年安

定して出荷できる」「漁獲の代替として乱獲を防ぎ、天然資源の保護になる」という利点

のために行われる。そのため養殖対象品目の選定基準は、 

，(1) 飼育しやすい， 

(2) 成長し易い， 

(3) 種苗が入手しやすい， 

(4) 商品としての需要が大きく，その価値が高い 

の 4つである。(1)(3)の技術的問題については、近年の養殖技術の目覚しい進歩により、 

今まで不可能とされてきた種でも、続々と養殖成功の報が上がっている。 

上記の①②グループ 6品目について、養殖の代替可能性を考察する。 

・ブリ 

 ブリは「商品としての需要が大きく、その価値が高い」という条件に合致することから

養殖業が盛んであり、既に漁獲量よりも養殖による収穫の方が多い(前者は年間 5 万ト

ン、後者は年間 15 万トンと圧倒的である)。また、養殖業者の努力と技術進歩により

「天然物のブリより養殖ブリの方が美味しい」と言われるほどに評判であることや、主

に鹿児島県、愛媛県、長崎県、大分県などの西日本各地で分散して養殖が行われている

ため、供給は非常に安定的である。 
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・サバ 

 サバは今まで、回遊性(海や川に生息する動物が、成長段階や環境の変化に応じて 

生息場所を移動する行動を取る性質)のために狭い範囲で養殖することには困難がつきま 

とったが、2004 年に鳥取県で初めて養殖に成功して以降大分県などでも盛んに行われる 

ようになり、最近では市場に出回る量も増えている。加えて、2006 年アメリカの化学専 

門誌「サイエンス」に掲載された論文によると、サバは近年漁獲量の増加により次世代 

の稚魚を産む前に漁獲されることが増え、このままのペースで行くと 2048 年には天然 

物が壊滅する可能性があることが示唆されている。養殖に比重を移すことは天然資源の 

保護という観点からも推奨すべきだと考えられる。 

・ホッケ 

これも 2009 年におたる水族館が初めて養殖に成功して以降、徐々に市場に出荷され 

始めている。まだ市場に占める割合は大きくないものの、養殖業者は順調に出荷数を 

伸ばしている。養殖へのシフトは十分可能であると考えられる。 

・イカ 

 イカの養殖は極めて困難である。極めてデリケートな生物であり環境の変化に敏感で 

人口の環境に置けばストレスを溜めて斃死する、共食いをするなど様々な不具合を生じる

ため技術的にまだ難しく、採算も取れないことから養殖現実化の目処は経っていない。 

よって、ブリ、サバ、ホッケは養殖代替可能と判断できるが、サンマ、イワシ、イカは

代替不可能と判断する。この後者 3品目について代わりの案を考えねばならない。 

 

・サンマ 

 現在サンマは技術的困難と、漁獲量の多さから採算が取れず、養殖は行われていない。 

むしろ他の養殖魚の餌として使われている。水族館アクアマリン福島で世界初の養殖に

成功はしているが、あくまで標本としてのものにとどまり、商品化の目処は立たないの

が現状である。 

・イワシ 

イワシは一時期漁獲量が尐なくなり値が高騰したこともあったが、現在ではサンマと 

同様、安価な魚として養殖魚の餌として使われており、技術的困難も相まって採算が 

取れずに商品化には至っていない。 

 

 

 

(2)その他代替案 

養殖以外の案としては、輸入、遠洋漁業の比率増加で対応できると考える。 

・イカ 

 イカの養殖が商品化される可能性はほとんどないと見て代替案を考えねばならない。 

 イカは日本近海だけではなく、遠洋漁業においても盛んである。技術が進み、ニュージ

ーランド沖、アルゼンチン沖、ペルー沖、北太平洋に巨大な加工船が渡って行きコンピュー

ター制御で効率よく収穫する方法が確立されている。日本からここまで離れれば放射能の影

響は被らないはずである。 

 また、日本は世界一のイカの消費国であり、その量は世界全体の消費量の半分に達する。

よって輸入も盛んであり、年間約 85000t を中国、東南アジア、南米などから広く輸入して

いる。 日本近海の漁獲から、遠洋漁業と輸入の比率を大きくすることで放射能被害の危険

性を回避できると考える。 
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・サンマ、イワシ 

これらの魚はほぼ沖合漁業がメインであるので、輸入による代替を考える。平常時は 

日本近海の漁獲量で十分対応できるので輸入量は非常に尐ない。しかし、サンマは東日

本大震災の際に国内の鮮魚保管施設の多くが破壊され、在庫が半減したことを受け緊急

措置として、2011 年 7 月の輸入量が賀前年同月比の 320 倍に引き上げることで対応して

いる。また、国内で消費されるマイワシも、同様のものが南アフリカ、中国、台湾、ア

メリカ東側沖合で漁獲されているため、輸入品でも代替可能だ。このように輸入の潜在

的可能性はあるため、非常時には風評の発生が予測された時点で、消費者に安全と判断

される海外産のサンマ、イワシがすぐに流通できるように輸入の手配を行うことで健康

不安なく市場の需給も安定するはずだ。 

 

第 3 節：政策提言のまとめ 
 「風評被害の数値化」を行ったことで、農作物よりも水産物の方がより大きな風評被害

を受けた、という今まで見えなかった特徴が明らかとなった。そして、原子力発電所の特

徴や放射能に対するイメージなどから、次に原発事故が起こる際にも必ず水産物の方に深

刻な風評被害が出るであろうことを予想した。そして原発大国かつ地震大国である日本に

とって、原発事故の危険性は常につきまとうものであり、風評被害による需給不一致に対

応する政策は間違いなく必要と思われる。そして、風評被害の主な対象がメディアで盛ん

に騒がれる農業に対するものではなく、水産物であったという意外性に着目し、今回は

「水産物」に対象を絞って政策を検討した。その後の考察により、現状で国内に流通する

ものの多くが放射能汚染の影響を受け、深刻な需給の不一致が起こる危険性があると思わ

れる品目を「ブリ、ホッケ、サバ、イワシ、サンマ、イカ」の６つと判断した。 

それぞれ個別に検討した結果、ブリ、ホッケ、サバは沿岸、沖合漁業から養殖に比重を移

すことで、海洋の汚染事故があった場合にも別の養殖地で収穫されたもので代替し、消費

者に安全な商品を流通させることができるとした。イワシ、サンマは養殖による代替不可

能性のため、輸入量を引き上げる準備を整えておくことで緊急時に対応しできるとした。 

イカは養殖の代替不可能性があるが、遠洋漁業が発達している。外国での収穫も盛んであ

ることから輸入と遠洋漁業に比重を移すことで対応できるとした。 

魚介類の代替的な供給先を探す上で実行できる対策は決して以上のみが全てではないと

思われる。しかし、万が一次に原子力発電所で事故が起きた際に深刻な風評被害が出ると

判断できる対象を特定し、それに備えて事前に政策を講じる手順の参考ケースとして提案

する。これを通じて災害に強い日本の社会システムの構築ができることを祈っている。 
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付録２  詳細データ 

 

(1)分析対象の品目一覧 計 243品目 (出典：総務省統計局家庭調査) 

X＞15 全 25 品目   

米 麺類 スパゲッティ カップ麺 

魚介の佃煮 魚介の缶詰 他の加工肉 粉ミルク 

ゼリー 他の主食的調理品 コーヒー 他の飲料 

即席麺 チョコレート菓子 他の穀類 小麦粉 

もち ブロッコリー きゅうり ピーマン 

果物加工品 乾燥スープ ミネラルウォーター ふりかけ 

他の魚肉練成品    

5＜X＜15 全 31 品目   

穀類 乾うどん・そば 中華麺 他の穀類 

他の魚介加工品 加工肉 レタス こんぶ佃煮 

風味調味料 他の調味料 スナック菓子 ハンバーグ 

発泡酒・ビール あじ さば 塩さけ 

干しアジ 煮干し 他の野菜の海藻の佃煮 他の野菜・海藻加工品 

油脂・調味料 調味料 ケチャップ 冷凍調理食品 

他の調理食品 飲料 炭酸飲料 乳飲料 

他の魚介加工品 カレールー 他の飲料のその他  

5>X>－5 全 91 品目   

食料全体 パン 食パン 他のパン類 

他の塩干魚介 魚肉練製品 揚げ蒲鉾 ちくわ 

他の生鮮肉 ハム ソーセージ ベーコン 

野菜・海藻 生鮮野菜 葉茎菜 ほうれんそう 

他の根菜 かぼちゃ なす トマト 

豆腐 こんにゃく 梅干し 醤油 

みそ 砂糖 ソース キャンデー 

チョコレート 調理食品 主食的調理食品 コロッケ 

カツレツ 天ぷら・フライ 餃子 乳酸菌飲料 

焼酎 酒類 生うどん・そば かつお 

かれい いか 塩干魚介 かつお節・削り節 

肉類 生鮮肉 豚肉 鶏肉 

乳卵類 牛乳 乳製品 ヨーグルト 

バター ねぎ もやし じゃがいも 

大根 にんじん 他のきのこ類 他の野菜 
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乾物・海藻 干し海苔 他の乾物・海藻類 大根漬け 

白菜漬け 他の野菜の漬物 油脂 食用油 

マヨネーズ ドレッシング ジャム つゆ・たれ 

カステラ 弁当 寿司 おにぎり・その他 

調理パン 他の調理食品 茶類 茶飲料 

コーヒー ココア 果実・野菜ジュース サラダ 

せんべい 食塩 大豆加工品 れんこん 

卵 合いびき肉 しらす干し  

－5＞X＞－15 全 62 品目   

消費支出 穀類 乾うどん・そば 中華麺 

えび 他の鮮魚 さしみ盛り合わせ あさり 

チーズ 他の乳製品 キャベツ 他の葉茎菜 

昆布 油揚げ・がんもどき 納豆 他の大豆製品 

プリン 他の洋生菓子 ビスケット アイスクリーム 

他の菓子 緑茶 紅茶 他の茶葉 

缶コーヒー飲料 酒類 学校給食 魚介類 

生鮮魚介 鮮魚 まぐろ さけ 

ぶり 他の貝 たらこ かまぼこ 

魚介の漬物 他の魚介加工品 牛肉 根菜類 

生鮮果物 マーガリン 酢 菓子類 

ケーキ ごぼう たまねぎ さやまめ 

豆類 干ししいたけ 他の菓子 焼き鳥 

惣菜材料 緑茶 紅茶 他の茶葉 

酒類 清酒 ビール ワイン 

他の酒 他の主食   

X＜－15 全 34 品目   

他の麺類 いわし さんま たい 

白菜 さつまいも さといも たけのこ 

シュウマイ ウイスキー 外食 一般外食 

和食 中華食 洋食 ハンバーガー 

たこ かに 貝類 しじみ 

かき 食事代 生しいたけ わかめ 

ようかん 饅頭 他の和製菓子 日本そば・うどん 

中華そば 他の麺類・外食 飲食代 ほたて貝 

うなぎの蒲焼 寿司   
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(2)推定した需要関数一覧 
需要関数を推定した X＜－15 グループと、X＞15 グループの全品目について、 

それぞれ回帰式と、t 値、決定係数を示した。 

 

①X＜－15 のグループ 

いわし 

2281961.019776.0 ＋PQ  (t 値：－0.87 決定係数：0.5742)  

麺 

995805.029704.0 ＋PQ  (t 値：－2.98 決定係数：0.473)  

さんま 

8768974.0882984.1 ＋PQ  (t 値：－2.15 決定係数：0.9606)  

たこ 

1525197.05738.0 ＋PQ  (t 値：－3.76 決定係数：0.7269)  

かき 

415653.004183.0 ＋PQ  (t 値：－1.01 決定係数：0.9514)  

ほたて 

0.92095667994.0 ＋PQ  (t 値：－7.38 決定係数：0.689)  

はくさい 

479241.5581913.0 ＋PQ  (t 値：－1.06 決定係数：0.9836)  

さつまいも 

563184.152728.5 ＋PQ  (t 値：－3.54 決定係数：0.8782)  

さといも 

7353614.060821.1 ＋PQ  (t 値：2.19 決定係数：0.9699)  

たけのこ 

1918983.079727.0 ＋PQ  (t 値：－4.15 決定係数：0.9714)  

しいたけ 

2032097.015774.2  PQ (t 値：－10.62 決定係数：0.9418)  

わかめ 

1031863.067447.0  PQ (t 値：－6.574 決定係数：0.7533)  

 

② 

X＞15 のグループ 

米 

0045119.001621.0  PQ (t 値：－3.59 決定係数：0.9388) 

麺 

025884.55731.28  PQ  (t 値：－5.69 決定係数：0.9171)  

スパゲッティ 

6982399.049468.4  PQ  (t 値：－6.44 決定係数：0.6577)  

カップ麺 

2666453.0444655.1  PQ (t 値：－5.42 決定係数：0.8608)  

即席麺 

5105854.021121.12  PQ  (t 値：－23.92 決定係数：0.9130)  

穀類 

474163.1101658.0  PQ  (t 値：0.07 決定係数：0.976)  

小麦粉 

692436.122409.8  PQ  (t 値：－4.86 決定係数：0.58) 

餅 
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382411.026994.1  PQ  (t 値：－3.32 決定係数：0.9943) 

粉ミルク 

424043.023412.0  PQ －  (t 値：－5.52 決定係数：0.4499) 

ブロッコリー 

6435.100286.2  PQ －   (t 値：－1.22 決定係数：0.7835) 

きゅうり 

389193.3051792.2  PQ  (t 値：0.61 決定係数：0.9469) 

ピーマン 

323212.0622126.0  PQ  (t 値：1.92 決定係数：0.9342) 

コーヒー 

0753877.036872.0  PQ  (t 値：－4.89 決定係数：0.8971) 

 

(3) 前年度比消費量変化率算出式の導出法 
第 2 章第 2 節 2-2 で示した、消費量変化率を、支出変化率－価格変化率で表す式 

 

                         …①式 

 

の導出方法を以下に示す。 

 

V：支出合計 Q：量  P：価格 と設定する。 

ここで、 PQV  と表せる。 

両辺の対数を取ることで、 

PQV logloglog ＋ と変換できる。これを「時間：T」で全微分すると、 

 

 

 

となり、これを変形すると、 

 

 

 

と表せる。これは消費量の変化率＝支出変化率－価格変化率に他ならない。 

よって上記の①式が導ける。 

t

tt

t

tt
t

P

PP

V

VV
E 1

1

1 




－

－
－

dt

P

dt

Q

dt

Vd logloglog


dt

P

dt

Vd

dt

Q logloglog
－
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