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３．情報発信に関する調査結果

（１）消費行動・消費者意識への原発事故の影響

①既存資料や報道にみる原発事故に対する反応

各国の報道機関による報道内容やわが国輸出促進団体による現地報告から、原発事故に

対する各地の反応を整理した。

１)イギリスにおける反応

イギリスでは、最近でも、規制区域外の飯館村における高濃度汚染、各地のホットスポ

ットを例に、日本政府は事態を過小評価しているのではないかと評している（The

Economist, Oct.8th、The Times Oct.27th）が、原発事故に関しては事実の報道に留まる。

図表 イギリスにおける報道概況

区分* 発行日 誌 名 要 約

食／評 4/1 The

Daily

Telegraph

日本産食品に対する規制を必要以上に過度にかけないよう、日

本政府は各国に求めているが、多くの食品会社が日本産食品を

避けるだろう。

食／評 4/9 The

Economist

日本の輸出規模から考えると、農水産物の輸出はほんの一部に

過ぎず、放射能汚染に関する経済的影響は大きくないだろう。

ただし、高品質であるという日本産ブランドの評判は落ち込む

のではないだろうか。

日／評 4/16 The

Daily

Telegraph

避難地域外においても高濃度の放射線汚染があった事実の発表

を日本政府は控えていた模様。そのため、他にも隠している事

実があるのではないか、との懸念が沸いてくる。

原／実 5/5 Nuclear

Engineering

International

原発の状況について、東京電力および原子力安全委員会は毎日、

速報を発表。低レベル汚染水が海に流出していることを受け、

海洋における環境モニタリングが進められている。

日／評 7/16 The

Economist

経済産業大臣が原子力発電所の再開を発表後すぐに、首相がス

トレステストの必要性を言及したため、日本国民だけでなく世

界へも不安を与えている。また、公式見解と現実の間に隔たり

があることがしばしばニュースで取り上げられている。

日／評 10/8 The

Economist

日本の汚染状況は日々明らかになってきている。しかし、規制

区域外の飯館村において、高濃度汚染が今になって発表された

ことで、政府に対し情報隠蔽の懸念が広がっている。

日／評 10/27 The Times 日本の NGO・NPO は独自に放射能汚染の状況を調査し始めて

おり、しばしばホットスポットが発見されている。必ずしも全

てを把握できているわけではないが、政府が事態を過小評価し

ている懸念もあるだろう。
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* 原：原発事故に関する記事、日：日本政府の対応に関する記事、食：日本産食品に関する記事

* 実：事実を報道している記事、評：事実を基になんらかの評価をしている記事

注釈）発行日はいずれも平成 23（2011）年である。

日本貿易振興機構ロンドン事務所のレポートでも、イギリスでは、震災後における風評

被害は軽微なものに留まっているとの報告が多くなされており、その理由として消費者が

冷静な対応をする国民性であることが指摘されている。

図表 日本貿易振興機構ロンドン事務所による現地反応レポート（抜粋）

 英国人の国民性もあり、レストランや卸業者、メーカーに聞いても、大きな風評被害はない模様であ

る。主要紙でも 4 月 4 日までに数件日本食品関係の記事があった程度で、現在は震災・原発事故自

体の記事もあまりみられない。最近は日本食レストランにおいても、安全面についての客からの質問

はほとんどないとのこと。（2011 年 06 月 27 日）

- ＜日系卸業者は日本産食品の在庫確保が課題 —米国、アジア等で生産された製品の輸入拡大で

対応—＞原発事故直後、一部非日系レストランから日本産食材をしばらく使わないとの連絡があ

ったが、それ以外のほとんどの取引先からは安全面の問題よりも、量を確保してほしいとの依頼

を受けている。

- ＜日系小売店でも日本産食品が品薄に＞商品の確保に苦労している。特に大手メーカーの人気商

品（例；カレールー、マヨネーズ、菓子）については、原産地が特定できないものが多く、苦慮

している。現在、アメリカやアジアで生産されている日本食品での代替や、地方の特産品のよう

な原産地が分かりやすい商品を輸入している状況である。

- ＜現地日本食品メーカーは日本からの原料輸入に苦慮＞取引面では原発事故による問題は特に出

ていない。

 福島の原発被災を受けて、外国において日本食を敬遠する動きがあることが報道されているが、現時

点において英国では日本食を敬遠する目立った動きはない。現在の冷静な消費者の対応は、英国の国

民性に由来しているところも大きい。新型インフルエンザの際でも、英国民やメディアはあまり騒ぎ

立てず冷静であり、日本での報道の加熱振りとは温度差があった。これらを考慮すると、今後の被災

状況の進展次第ではあるが、英国で日本食が敬遠される可能性は低いと考えられる。（2011 年 04

月 12 日）

- ＜日本食レストランの状況＞4 月 8 日に、十数軒の日本食レストランについて聞き取りや視察を

行ったが、原発の被災前と比べても客足の変化は見られない状況である。

- ＜非日系チェーン店の対応＞英国では、多くの非日系日本食チェーン店が高い人気を背景に店舗

の拡大を続けているが、こうした店でも取り立てて特別な対応は見られず、お客の数も減ってい

ない様子である。

- ＜メディアの反応＞英国のメディアでは、まだそれほど今回の日本産食品の輸入規制については、

大きく取り上げられていない状況だ。
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２)フランスにおける反応

フランスでは直近の報道はほとんどなく、事故直後の時期に報道が集中している。国際

社会に伝えずに高濃度汚染水を海洋に流したことを例に、日本政府の情報伝達の悪さを評

し（Les Echos、Apr.11th）、日本食についても、ＥＵの食品輸入における日本産の割合は小

さい（Le Monde、Apr.8th）、寿司の 99％は日本産ではない（Aujourd’shui en France、

Mar.23rd）として報道している。

図表 フランスにおける報道概況

区分* 発行日 誌名 概要

食／実 3/21 Le Figaro 放射性物質のレベルが基準値を超えたホウレン草が見つかった。

また、放射性セシウムが東京の水道水から検出された。

食／実 3/23 Aujourd’s hui

en France

フランスで提供される寿司の 99%は日本産ではない。魚は北欧

またはインド洋から、米はスペインまたはイタリアから、わさび

は韓国や中国から持って来られている。

食／実 4/8 Le Monde 日本産食品は EU 全体の食品輸入のうち、わずか 0.1%に留まる。

日／評 4/11 Les Echos 放射性物質を帯びた汚染水を太平洋へ流出させた問題で、近隣諸

国に予め連絡しておらず、日本政府は中国・韓国などから不快感

を示された。日本政府の情報開示・伝達の仕組みには大きな課題

が残されているようだ。

原／実 5/25 Le Figaro 福島の状況はまだ安定していない。東京電力は第一原発同様に、

第２、第３原発においても燃料棒の融解は起こっている可能性が

あると発表している。

食／実 9/1 Droit de

l’Environneme

nt

EU の食品市場において人または動物の健康状態を損なう可能性

のある食品流通は規定されており、福島原発後の日本産の輸入に

関しても EC 規定 178/2002 に従い管理されている。

* 原：原発事故に関する記事、日：日本政府の対応に関する記事、食：日本産食品に関する記事

* 実：事実を報道している記事、評：事実を基になんらかの評価をしている記事

注釈）発行日はいずれも平成 23（2011）年である。
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日本貿易振興機構パリ事務所のレポートでも、フランスでは、原発事故そのものについ

て冷静な報道が続いているものの、食品に関する報道は少ないようである。現地の日本食

レストランに関する報道はなされており、その人気が維持されていることを示している。

ただし、日本産農林水産物等への反応は不明瞭な状況となっている。

図表 日本貿易振興機構パリ事務所による現地反応レポート（抜粋）

 福島原子力発電所の事故を踏まえ、フランスのメディアは冷静な報道を続ける一方、食品に関する報

道は少ない。その論調は、フランスの日本食レストランへの客足の影響や在庫の減少を懸念するもの

が多いが、その一方で寿司を中心とする日本食ブームは衰えを見せていない。（2011 年 07 月 25

日）

- ＜メディアの論調＞フランスにおける日本食の影響を扱ったメディアの主な論調は、日本食レス

トランにおける客の減少と在庫の減少への懸念を伝えるものが多かった。ただし、ほとんどがウ

ェブ版での報道であった。

- ＜事故当初の現地系日本食レストランの対応＞現地系の日本食レストラン及び寿司製造業者の中

には、自社ホームページにおいて、使用している魚介類及び米の原産地を示したり（その中に日

本産はない）、それぞれの魚介類の産地を明示した卸売業者の手紙を店頭に掲載するなど、食材の

安全性を訴えているところも存在する。しかし、ホームページの場合は、いずれもページをたど

っていかないと見つかりにくいところに、細かい字で書かれてあることが多く、トップページで

大々的に「日本産を使っていない」と紹介しているところは今のところ見られない。

- ＜現在は寿司などの日本食ブームが衰えを見せず＞フランスの専門誌である LINEAIRES は 6 月

号の紙面で、ハイパーマーケットでの寿司ブームを次のように伝えている。フランスの寿司消費

は外食が多く、家計の 4％が GMS で寿司を買うのに対し、35％がレストランで食べている。

GMS の寿司の取扱量は 700ｔであり、このうちスーパーマーケットの取り扱いは約 50ｔ程度

と小さい一方、ハイパーマーケットでの寿司の取扱量はGMS全体の約92％であり、前年比16％

増と非常に好調である。また、消費主体は 35 歳以下の若年層が主体であり、全体の 30％を占

めている。他方、高齢層の消費は少ないものの、50～64 歳代の消費は 10 年には前年比で倍増

（58％増）しており、今後のターゲットとなり得る。また、家族構成では、世帯人数が 4 人以

上の家計で、寿司の消費が多くなっている。

- ＜日系の日本食レストランの状況＞毎年、夏の時期はフランス人客がテラス（屋外の席）を求め

てお店を選ぶ傾向があるため、一般的にテラス席がない日本食レストランは、その観点では不利

となる。それにもかかわらず、7 月下旬に足を運んだ 3 軒の日系の日本食レストランはいずれも

満席で、予約していない客はいずれも入れなかった状態であった。そのうちの 1 軒に、一人で食

べに来ていたフランス人に、日本食のイメージについてインタビューしたところ、次の回答であ

った。「僕はミラノに 12 年間在住しているが、ミラノでも毎日日本食を食べている。原発事故後、

一時期はためらったものの、すぐに再開し、今ではまったく心配していない。他のフランス人も

心配している人はもはやほとんどいないのではないか。」
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３)ドイツにおける反応

ドイツでは、原発事故に関する日本政府の発表に変更点が多いとして、専門家の意見と

対比して評する報道が最近も続いている（The Financial Times Deutschland、Aug.29th、

Taz Die Tageszeitung、Sep.9th等）。また、事実確認のため、ドイツ人専門家を日本に派遣

したとの報道もある（Die Zeit, Sep.8th）。

図表 ドイツにおける報道概況

区分* 発行日 誌名 概要

食／実 3/18 Lebensmittel

Zeitung

Wiesbadener の市場を訪れた 50 人の消費者にアンケートを

行った結果、日本産だけでなくアジアからの食品全体に対して

できるかぎり選ばない、との回答が多く聞かれた。ただし、日

本産食品はドイツにおける食品流通量のわずか 0.5%に留ま

る。

食／実 3/31 Hamburger

Abendblatt

原発事故は消費者に心理的な影響をあたえており、日本産食品

は避けられているようである。

日／評 6/8 General

Anzeiger(Bonn)

「太平洋へ流出した放射能の汚染量は日本政府の発表よりも

多いのではないか」と専門家は指摘。政府が状況を過小評価し

ている可能性がある。

日／評 7/10 Der

Tagesspiegel

放射能汚染に対する食品流通の規制はかけられていると、日本

政府は見解を示しているものの、汚染牛が流通するなど、政府

の対応には課題があるのではないだろうか。

日／実 9/8 Die Zeit 日本政府の情報に曖昧な部分があるため、ドイツ人の放射線の

専門家を日本に派遣した。

日／評 9/8 Die Zeit 「日本政府は 30km 圏内を避難区域としているが、チェルノ

ブイリでの経験も踏まえ、80km 程度離れた地域でも汚染レベ

ルが高い可能性がある」と専門家は指摘している。

日／評 9/9 Taz

Die Tagezeitung

当初汚染されていないと発表されていた地域が高濃度に汚染

されていた、という発表がしばしば起こっている。

* 原：原発事故に関する記事、日：日本政府の対応に関する記事、食：日本産食品に関する記事

* 実：事実を報道している記事、評：事実を基になんらかの評価をしている記事

注釈）発行日はいずれも平成 23（2011）年である。
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日本貿易振興機構デュッセルドルフ事務所のレポートでは、ドイツにおいては、日本産

農産品の輸入が減少傾向にあり、東日本産から西日本産へ、または、日本産から他国産へ

シフトすることが伝えられている。

図表 日本貿易振興機構デュッセルドルフ事務所による現地反応レポート（抜粋）

 非工業製品の取扱いに関しては、EU 規制（657/2011、506/2011、351/2011、297/2011、

178/2002、2218/89、No 770/90、944/89）に従い、放射線検査を実施中。2011 年 9

月 9 日発表の EU プレスリリースによると農産品に対する輸入規制が年末まで延長される見込み。

（2011 年 09 月 19 日）

 放射線検査についてはこれまでの報告通りで特に変化はない。船体については EU 勧告に従い、農産

品については EU 規則に従って検査が実施されている。（2011 年 05 月 13 日）

- 農産品については、EU の厳しい輸入検査基準の導入もあり、日本からの輸入は減少傾向にある。

当地輸入業者などへのヒアリングによると、大きな流れとして、東日本産から西日本産へのシフ

ト、日本産から他国産（中国、韓国、米国、東南アジアなど）へのシフトがみられる模様。

４)３カ国の報道から見る風評被害の状況

いずれの国においても、原発事故に関する日本政府の発表に懐疑的な論調で記載されて

いるものが現在でも多数見受けられ、特にドイツでは継続的にそのような報道がなされて

いる。一方、事故当初こそ日本産食品が避けられるであろうと評する（The Daily Telegraph

(London)、Apr.1st）、またはその事実が報道された（Lebensmittel Zeitung、Mar.18th）が、

直近ではそのような報道は見受けられず、日本産食品や日本食に対する風評被害は、徐々

に小さくなってきているものと考えられる。
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②震災前・後における消費者行動・消費者意識の把握

「日本製品に関する８カ国調査」（楽天リサーチ社、平成 23 年 8 月 2 日）において、世

界各国での大震災および原発事故に対する認知状況と、その前後における影響が報告され

ている。この回答結果を本事業の地域区分に合わせて再集計することで、欧州地域の特徴

を抽出する。

図表 消費者８か国アンケートの概要

 調査名：日本製品に関する８カ国調査

 調査目的：東北地方太平洋沖地震以降の日本製品に対する海外諸国からのイメージや購入意向を把握

 調査地域：アメリカ、インド、タイ、韓国、台湾、中国、フランス、ドイツ

 調査対象：25～54 歳男女

 調査方法：インターネット調査

 実施期間：2011 年７月１日（金）～７月 15 日（金）

 回収数：各国、25～34 歳男性、35～44 歳男性、45～54 歳男性、25～34 歳女性、35～44 歳

女性、45～54 歳女性の 6 セグメントで各々50 件（合計 300 件）ずつ回収

注釈）本事業の地域区分にあわせ、東アジア（韓国・台湾）、東南アジア（タイ）、欧州（フランス、ドイ

ツ）、中国で地域別再集計を実施した。

資料）楽天リサーチ「日本製品に関する８カ国調査」（平成 23 年８月２日）

１)大震災と原発事故の認知状況

欧州における大震災の認知度（内容まで知っている）は 89.0％で、全体における認知度

86.4％よりやや高い状況となっている。ただし、フランスの 97.0%が世界で最も高い一方、

ドイツの 81.0％は世界で最も低い状況となっており、欧州内でも差が認められる。

福島第一原発の場所は正確に理解されており、東アジア等わが国周辺の地域に比べても

差がない一方、特にフランスでは、放射性物質による汚染の危険性を感じる地域に西日本

を含める人の比率が高く、欧州地域の人々にとっては、放射性物質による汚染の危険を感

じる地域がかなり広範囲に及んでいる。
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図表 大震災の発生事実の認知状況

資料）楽天リサーチ「日本製品に関する８カ国調査」（平成 23 年 8 月 2 日）より作成

図表 放射性物質による汚染の危険を感じる地域

資料）楽天リサーチ「日本製品に関する８カ国調査」（平成 23 年 8 月 2 日）より作成
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２)大震災に関する情報の入手手段

欧州における震災情報の情報源はテレビが 91.1％、ラジオが 55.9%、新聞が 50.0%、ポ

ータルサイトが 46.7%である。全体と比較すると、ラジオから情報を得た人が非常に多い

一方で、新聞やポータルサイト、ＳＮＳから情報を得た人が少ないことが特徴である。

図表 大震災に関する情報の入手手段

資料）楽天リサーチ「日本製品に関する８カ国調査」（平成 23 年 8 月 2 日）より作成

３)大震災前後における日本産農林水産物等の評価の変化

a） 大震災前の日本産農林水産物等に対する評価

震災前の時点で、欧州では日本産の生鮮食品、加工食品等に対するイメージを有してい

ないという回答がいずれも過半数であり、東アジア（韓国 41.7%、台湾 10.0%）、東南アジ

ア（タイ 6.3%）等の他地域の諸国に比べて極端な特徴となっている。

b） 大震災後における日本産農林水産物等の評価の変化

震災後、わが国農林水産物等に対するキーワードであった「信頼」「安全」「高品質」の

いずれに対する評価も世界的に低下し、震災前に比べて 15 ポイント前後下がっている。欧

州も例外ではなく、上記キーワードに対する評価が下がったが、５ポイント前後の下落に

留まり、他地域に比べると影響が軽微に留まっている。ただし、これは a）で確認したよう

に、もともとの評価値が他地域よりも低かったことも要因の一つとして考えられる。
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図表 大震災前の日本産農林水産物等に対する評価（上：生鮮食品、下：加工食品）

資料）楽天リサーチ「日本製品に関する８カ国調査」（平成 23 年 8 月 2 日）より作成
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図表 大震災後の日本産農林水産物等に対する評価の変化（上：生鮮食品、下：加工食品）

資料）楽天リサーチ「日本製品に関する８カ国調査」（平成 23 年 8 月 2 日）より作成
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４)日本産農林水産物等の購入経験

欧州では、「調味料」については他地域と同水準の購入経験者があるものの、その他の日

本産農林水産物等の購入経験者はかなり少ない状況となっている。

図表 大震災後の日本産農林水産物等に対する評価の変化（加工食品）

注釈）「日本産購入経験なし」は自動車、ファッション等の工業製品も含めての数値となっている。

資料）楽天リサーチ「日本製品に関する８カ国調査」（平成 23 年 8 月 2 日）より作成

５)震災前後における日本産農林水産物等の購入行動の変化

欧州では、震災後も変わらず日本産の食品を購入している人が、冷凍食品で 41.9％、調

味料で 50.6%に達しており、日本産を買い控えた人は、他地域よりもかなり少なかった。

その他の食品もほぼ同様の傾向であり、欧州では日本産の買い控えは他地域に比べると少

なかったと考えられる。

一方、今後購入するつもりはないとの回答も東アジア諸国に比べると少ない傾向にある

が、全体と比べると大きな差はない状況にある。買い控えた消費者のうち、条件が整えば

再開する意向の消費者は少なくなっている。
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図表 震災前後における日本産農林水産物等の購入行動の変化（冷凍食品）

資料）楽天リサーチ「日本製品に関する８カ国調査」（平成 23 年 8 月 2 日）より作成

図表 震災前後における日本産農林水産物等の購入行動の変化（調味料）

資料）楽天リサーチ「日本製品に関する８カ国調査」（平成 23 年 8 月 2 日）より作成
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③日本産農林水産物等に対する消費者の反応

１)消費者アンケートによる確認

本事業では、日本産農林水産物等に限定して、イギリス、フランス、ドイツにおける消

費者の反応を確認するため、消費者アンケートを実施した。

図表 消費者英独仏アンケートの概要（再掲）

 調査目的：東北地方太平洋沖地震以降の日本産農林水産物等や日本食の購入意向を把握

 調査地域：イギリス、フランス、ドイツ

 調査対象：2010 年に日本産農林水産物・食品を購入した経験のある 18 歳以上の男女

 調査方法：インターネット調査

 実施期間：2011 年 11 月 11 日（金）～11 月 15 日（火）

 回収数：各国 40 歳未満 25、40 歳以上 25、男性 25、女性 25（合計 50 件×３か国）

となるように配慮した

a） 日本産農林水産物等の購入頻度と変化

日本産農林水産物等の購入頻度は「変わらない」との回答が過半数であり、なかでもイ

ギリスでは 74％を占めている。また、各国ともに「減った」との回答より「増えた」との

回答が多くなっているが、ドイツでは昨年に比べて 25％以上減ったと回答した人も 12％存

在しており、購入頻度の減少理由として「放射性物質の影響が怖いから」を挙げた人が他

２か国で１割のところ８割であるなど他国に比べて比較的影響がみられる。

図表 日本産農林水産物等の購入頻度の変化
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b） 日本食レストランの利用頻度と変化

日本食レストランの利用頻度についても、「変わらない」との回答が過半数であり、なか

でもイギリスでは 76％を占めている。また、各国ともに「減った」との回答より「増えた」

との回答が多くなっていることも同様である。

図表 日本食レストランの利用頻度の変化
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２)日本産農林水産物等に対する消費者の反応（消費者グループインタビューによる確認）

既存の文献調査やアンケート調査の結果をふまえ、対象各国における日本食消費の中心

地と目されるロンドン、パリ、デュッセルドルフにおいて消費者グループインタビューを

実施し、原発事故による日本産農林水産物等や日本食に対する意識の変化を把握した。

図表 消費者グループインタビューの概要

 調査目的：東北地方太平洋沖地震以降の日本産農林水産物等や日本食の購入意向を把握

 調査地域：イギリス（ロンドン）、フランス（パリ）、ドイツ（デュッセルドルフ）

 調査対象：日本産品の購入経験があり、現地に生活の基盤を有する欧州国籍者

 調査方法：会場調査

 実施日：デュッセルドルフ 10 月 18 日、パリ 10 月 21 日、ロンドン 10 月 26 日

 参加者数：ロンドン４名、パリ４名、デュッセルドルフ２名
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図表 消費者グループインタビューの参加者概要

ロンドン会場

消費者A 消費者B 消費者C 消費者D

年齢 ・30歳前後 ・30歳前後 ・30歳前後 ・30歳前後

性別 ・男性 ・女性 ・女性 ・男性

国籍 ・イギリス人 ・イギリス人 ・イギリス人 ・イギリス人

特記事項 ・日本人とイギリス人のハーフ ・日本人とイギリス人のハーフ ・日本人とイギリス人のハーフ ・なし

パリ会場

消費者A 消費者B 消費者C 消費者D

年齢 ・50歳前後 ・50歳前後 ・30歳前後 ・30歳前後

性別 ・男性 ・女性 ・女性 ・男性

国籍 ・フランス人 ・フランス人 ・フランス人 ・フランス人

特記事項 ・日本での勤務経験あり
・夫とともに日本ファンで
日本への旅行経験豊富

・なし ・なし

デュッセルドルフ会場

消費者A 消費者B

年齢 ・30歳前後 ・40歳前後

性別 ・男性 ・男性

国籍 ・ギリシャ人 ・ドイツ人

特記事項 ・日本人の妻を持つ ・日本人の妻を持つ

このグループインタビュー結果においても、ロンドンではほぼ影響がなく、パリではや

や影響があるかもしれないが悲観するものではないとなっている。デュッセルドルフでは

震災後の産品を避ける動きや、都道府県レベルの産地を意識する動きが現れている。

図表 消費者英独仏グループインタビューにみられた原発事故の影響

【ロンドン消費者】

震災前後で日本食や日本産農産物等に対するイメージが変化したということはない。

イギリスに入ってきている農林水産物等は規制をクリアしたものと認識している。

【パリ消費者】

震災の影響はある程度気にされているものの、それほど悲観的ではない場合が多い。

【デュッセルドルフ消費者】

震災の影響は気にされており、実際に新米でなく古米を購入するなどの動きもある。

日本産農林水産物等の産地（都道府県）が、震災後は意識されるようになっている。

④震災前・後における消費者行動・消費者意識の変化に対する小売店等の対応策等

欧州地域で日本産農林水産物等を購入する人々は、そもそも日本びいきな人が中心で、

東日本大震災の発生とは関係なく、日本産農林水産物等を継続して購入している。消費者

アンケートの結果をみても、東日本大震災における消費者意識の変化は、欧州地域におい

ては小さかったと考えられる。そのため、東日本大震災直後には品薄を予想した消費者が

殺到して売上が大きく伸びたという小売店も多く存在する。
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⑤日本産農林水産物等の需要減少の原因究明

欧州地域においては、日本産農林水産物等に対する需要は減少しなかったという声が多

い。それどころか、東日本大震災直後には品薄を予想した消費者が殺到して売上を伸ばし

たという店舗も多数存在した。５月頃から夏頃にかけては、ＥＵ規制への対応の遅れから、

通関できる品目や量が大幅に減少したため、日本産農林水産物等の需要に対して供給不足

に陥り、やむを得ず他国産を導入したという卸売や小売・外食もある。

以上のことから、欧州地域では、日本産農林水産物等に対する需要の大きな減少はみら

れていないと結論づけられる。一方で、通関に時間を要するようになったこと、抜取検査

のために日本産品を取り扱うリスクが増大したこと等の理由から供給が減少し、類似する

他国産への切替が進みつつあることが、大きな課題となっている。

⑥補論：チェルノブイリ原発事故への反応

わが国の農林水産物・食品に対する輸入規制が緩和される可能性はあるのか、また、ど

の程度の時間がかかるのか等を検討するため、チェルノブイリ事故に対するＥＵ規制の変

遷を参考にすることにした。

１)チェルノブイリ原発事故に対するＥＵの対応

1986 年４月 26 日に発生したチェルノブイリ原発事故に対し、ＥＣ委員会は当初、ＥＣ

諸国内および加盟国間取引における際の参考基準値を勧告案として発表していた。しかし、

世論に後押しされる形で、チェルノブイリ原発事故の影響を強く受けていると考えられる

旧ソ連および東欧６カ国からの生鮮食料品の輸入停止を決定し、その間に輸入規制の基準

値の設計を実施している。同年５月 30 日にはいわゆる「チェルノブイリ指令（ＥＣ規制

733/2008 号）」を発表。全ての国からの輸入に対する基準値を設定し、2011 年３月 25 日に

ＥＣ実施規則 297/11 号にて、EURATOM 指令（2954/87 号・770/90 号）が施行されるま

で適用されていた。

チェルノブイリ指令は、セシウム 137 など長期的な食品汚染に焦点が当たっており（セ

シウム 137 の半減期は約 30 年）、ストロンチウムやプルトニウム等への基準が設定されて

いない。そのため、以後大きな原発事故が発生した場合に備えて、EURATOM 指令（2954/87

号・770/90 号）を策定している。ただし、この EURATOM 指令では厳しい規制で食品流

通が滞ることを恐れ、規制値はやや緩めに設定されている。チェルノブイリ事故以来、類

似する規模の事故が発生しておらず、規定は策定されたもののこれまで適用例はなかった。

福島第一原発事故の発生により 2011 年３月 25 日に初めて EURATOM 指令は施行され

ることとなった。しかし、先述の通り規制値は緩めに設定されていたため、チェルノブイ

リ指令と齟齬をきたすことから、同年４月８日に改訂版を策定、同月 12 日に施行している。

この結果、これまで利用してきたチェルノブイリ指令による基準値は利用されなくなり、

現在はこの EURATOM 指令の改訂版が利用されている。
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２)福島第一原発事故への対応との比較

チェルノブイリ原発事故の際と比べ、今回の福島原発事故においては全面的な輸入禁止

措置は取られておらず、冷静な対応となっていると考えられる。感情的な全面禁止措置と

は異なり、経験をふまえ品目ごとに基準が設定されていること、既に 20 年近くが経過した

チェルノブイリ原発事故に由来する放射性物質による汚染に対して、いまだに規制措置が

適用されていること等をふまえると、今回設定されたわが国の食品に対する規制措置も、

しばらく継続されるものと考えられる。

図表 欧州における対放射性物質の輸入規制の変遷

年月日 概 況 備 考

1986.4.26 チェルノブイリ原発事故発生

5.06 EC委員会：EC諸国内および加盟国間取引における際の参考基準値を
勧告案として発表

5.12 ソ連および東欧6カ国からの生鮮食料品輸入中止のEC規制を採択・実
施

世論に後押しされ、
輸入中止を採択

5.30 EC規制（733/2008号、いわゆる「チェルノブイリ指令」）採択
- 全ての国からの輸入に対する基準値を設定
- 長期的な視点よりセシウムについて規制
[規制値]（セシウム134、137）
牛乳・乳製品：370ベクレル/kg その他食料品：600ベクレル
/kg

本規制を2011.3.25
の新規制施行まで利
用

1987.9月 欧州原子力共同体（EURATOM）指令（2954/87号）合意
- 以降、原発事故が発生した場合に備えて基準を策定

（ただし、施行されず）

1990年 EURATOM指令（2954/87号）一部改定（770/90号）

2011.3.25 EC実施規則297/11号にて、EURATOM指令（2954/87号・
770/90号）を施行

2011.4.08 EURATOM指令（2954/87号・770/90号）を改定
- チェルノブイリ指令より規制が緩いこと、福島原発の実態に合わせ
改定

2011.4.12 改訂版の施行

資料）Commission of the European Communities, "Counsil Regulation" 733/2008、2954/1987, 770/90

高木仁三郎、渡辺 美紀子「食卓にあがった放射能」七つ森書館、2011

（２）日本側で講じるべき措置

原発事故については、初動期において適切な情報発信がなされていれば防げたという点

も見受けられるが、現時点では、情報発信に関して日本側として速やかに講じるべき措置

はない。

日本産品の安全性、信頼性に対する評価を取り戻すべく、基本に戻った情報発信が求め

られている。
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第３章 情報ミッション

１．実施方針

（１）対象国・地域の選定

海外調査では、震災と原発事故による欧州における風評被害の状況として、イギリスで

は軽微、フランスも冷静な対応とされている。ドイツでは「東日本産から西日本産へ、日

本産から他国産へシフト」の傾向がみられるものの、対象国はいずれも欧州連合(ＥＵ)規制

に沿った対応を行っており、全面輸入停止等の感情的な厳しい措置はみられていない。

したがって、原発事故の影響を払拭という観点よりもむしろ、現地関係者との意見交換

により、ハイクオリティな日本産品の良さを提示して今後の展開を拡大するために行うも

のとし、情報発信と同じくイギリス・ロンドンを選定した。ロンドンを選定したことを受

け、情報発信の効果や関係者による評価についても見極める機会とした。

（２）訪問先の選定

現地業界団体、有識者、現地系及び日系小売・卸等への訪問により、商流に応じた日本

産品の取扱状況、日本産品購買層の動きを把握する等して、日本産品の普及状況と日本産

品への評価を入手する。また、情報発信の効果を見極めて浸透状況の確認を行うため、特

に小売・卸、レストランは、候補の中から現地系を中心に数を絞り込んで選定した。

なお、欧州においては、他のＥＵ諸国を経由した商流が無視できない位置づけにあり、

特にオランダが拠点として重要な位置づけにあるとの指摘を、現地系小売はじめ複数受け

たことから、ロンドン各所での意見交換にあわせてオランダ卸業者等での追加調査を実施

した。

２．実施結果

（１）派遣概要

①派遣対象国

訪問先の選定で整理した通り、イギリス・ロンドンを主たる派遣地として選定した。

ただし、海外調査において、ロンドンへ持ち込まれる日本産品については、他ＥＵ諸国、

特に欧州最大の港湾を有するオランダを経由する例が多くみられるとの意見を把握したこ

とをふまえ、オランダの有力な卸企業に対して欧州全体をにらんだ日本産品の取扱状況を

確認するため、オランダに対しても派遣することとした。
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②対象期間

12 月に情報発信を実施したことから、１月に実施することとして準備した。対象国にお

ける訪問先の状況等を鑑みて調整した結果、下記の６日間（移動含む）に実施した。

平成 24（2012）年１月 22 日（日）出国 27 日（金）帰国

③ ミッション団メンバー（敬称略）

ミッションにおいて派遣したメンバーは、本事業における部会委員（事業者）をはじめ、

別途設置されている統括会議委員（学識経験者）、農林水産省から選抜された下記の３名で

ある。

なお、その他、現地での連絡係や議事録作成役として、事務局３名が帯同した。

輸出戦略検討会議欧州地域部会委員

國枝 真 金印株式会社 取締役

輸出戦略検討会議統括会議委員

櫻井 研 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構

農業者大学校 講師

委託者（農林水産省）

福島 飛鳥 農林水産省食料産業局輸出促進グループ

事務局（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング）

妹尾 康志 公共経営・地域政策部 主任研究員

林 正人 国際営業部 部長

萩原 良 革新支援室 アソシエイト



134 / 147

④訪問先

本ミッションにおける訪問先は下記の通りである。

図表 情報ミッション（欧州）訪問先

訪問時間／名称 場所 備考

１月23日（月）9時45分
Harvey Nichols and
Company Limited

イギリス・ロンドン
【小売】
ロンドンを代表する百貨店

１月23日（月）11時30分
Japan Centre
Group Ltd

イギリス・ロンドン
【小売・卸売】
日本食品の小売、外食、卸

１月23日（月）13時30分
JETRO London

イギリス・ロンドン
【団体】
日系支援機関

１月23日（月）16時00分
Hoo Hing Limited

イギリス・エセックス
【小売・卸売】
中華系大手スーパーマーケット

１月24日（火）9時00分
IGD(Institute of
Grocery Distribution)

イギリス・ロンドン
【団体】
食品流通協会

１月24日（火）11時00分
Clearspring Limited

イギリス・ロンドン
【卸売】
有機認証食品や日本食品を取り扱う
商社

１月24日（火）13時30分
吉川商事 英国 株式会社
T.K. トレーディング

イギリス・ロンドン
【卸売・小売】
日本食品の小売

１月24日（火）15時30分
zuma

イギリス・ロンドン
【外食】
高級日本食レストラン

１月25日（水）11時00分
Oriental Marchant
(KAITAK B.V)

オランダ・ロスマーレン
【卸売】
オーストラリアが本社の輸入業者

１月25日（水）16時00分
YAMA Products

オランダ・ユトレヒト
【卸売】
日本食品も扱う食品専門卸

１月2６日（木）９時00分
Culimer B.V.

オランダ・ロッテルダム
【卸売】
冷凍シーフード生産、卸売
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（２）訪問結果

本ミッションの派遣によって意見交換されたり、事実が判明したりした内容については

下記の通りである。ただし、判明した内容のなかでも、現況等にかかる内容は、前章にお

いて整理することとし、ここでは情報発信等のコミュニケーション戦略や現地事業者の考

え方や取組にかかる課題と可能性を中心に整理した。

①イギリス・ロンドンでの訪問結果

直接消費者に応対する小売業、外食業、卸売業、及び関係団体と幅広く訪問することで、

日本産農林水産物等のコミュニケーション戦略における課題や可能性を抽出した。

１)現地バイヤーに実感を与えることが重要

コミュニケーションにかかる基本的モデルであるＤＡＧＭＡＲ（Defining Advertising

Goals for Measured Advertising Results）モデルにおけるＣＳＰ（コミュニケーション・

スペクトラム）の考え方では、コミュニケーションに対して、受け手は認知→理解→確信

の段階を経て行動に移るとされる。

日本産品を取り扱っているバイヤーは、日系企業や日本人が設立した現地企業では日本

人であるが、現地企業のイギリス人バイヤーであっても留学や業務で日本在留経験がある

人が多い。すなわち、日本産農林水産物等の品質の良さを、日本で実感した人々である。

実際に品質を実感した人々が中心となって、日本産農林水産物等を購入していることが今

回の情報ミッションによって明らかとなった。

図表 コミュニケーション・スペクトラム（ＣＳＰ）

確信

「実感」
が重要

購買行動理解認知
広
告

消費者への働きかけ

へぇー なるほど それだ！

資料）三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング作成

そのため、日本産農林水産物等の輸出を拡大するためには、その品質について購入者（現

地バイヤーや消費者）の実感につながるような取組が必要である。そして、今回実施した

ようなメディアを利用した広告に加え、そのメッセージを共感させるための仕組みづくり

が今後は求められてくる。小売店だけ、外食店だけで展開するのではなく、ロンドンでオ

ーストラリア政府が実施したキャンペーンのように、さまざまな業種、さまざまな場所で

包括的に実施することが有効との提案もあった。また、観光分野や教育分野等との連携に

よる日本への訪問促進も、実感をつちかう上では有効と考えられる。
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図表 外国人に対するコミュニケーション戦略基本イメージ

広
告

共感

メディア戦略による「認知」

具体情報による
想起→「理解」

具体情報による
想起→「理解」経験による「確信」 共感による「確信」

訪日経験者
訪日未経験者（見込客）

資料）三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング作成

現在、ＥＵ諸国は料理人等も含め、外国人の就業規制・在留許可要件を厳格化しており、

新たに外国人がシェフ等の職業で労働許可、在留許可を得ることが難しくなっている。こ

のため、今後はＥＵ諸国では日本人シェフの数は減少するものと見込まれている。一方、

日本人に学んだ外国人が、優れた日本料理シェフになっている例も多数あることから、日

本人がフランス料理を勉強するためにフランス留学するように、日本料理を勉強したい外

国人に対して、日本食料理人研修制度を用意し、日本留学の機会を用意することが有効と

考えられる。

２)リスクが高まりつつある日本産品の取扱

一方で、それらの日本産農林水産物等の取扱を志向するバイヤーにおいてすら、実際の

取扱は減少している。日本産農林水産物等の輸出が伸びない理由の多くは、価格が高いこ

とに求められてきたが、上記のような実感を備えたバイヤーは、価格を大きな理由とはし

ていない。この点、小売業者や外食業者においては、現地系卸売業者が日本産を扱わない、

または中国産や韓国産に切り替えたために、日本産を手に入れられなくなってきたとの声

が多い。そのため、卸売業者が日本産品を取り扱うためにはどのような条件が必要なのか

が、非常に大きなポイントとなってきている。

日系卸売業者によれば、東日本大震災直後はＥＵ規制への対応がままならず、輸入量が

激減したとのことだが、現在ではほぼ回復してきているとのことである。しかし、高額商

品が検査のための抜き取り対象となってしまうと、利益が大幅に失われることもあって、

日本産農林水産物等の取扱は、非常にリスクの高いものとなってきている。

この点については、粘り強い政府間交渉によって解消していくことが求められている。




