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2.2.2. 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調査及び需要回復のための情報発信手法の

明確化 

中国における消費行動・消費者意識への原発事故の影響を把握するとともに、需要回復

のための情報発信手法を明確化するために調査を実施した。また、日本産の主要農林水産

物等の購買層を明確化するための調査を合わせて実施した。 

具体的には、日本産の主要農林水産物等の購買経験者を対象に、購買動向と原発事故の

影響などについて、消費者ウェブアンケート調査（以下、アンケート調査）、消費者グル

ープインタビュー調査（以下、グループインタビュー）、関連事業者向けヒアリング調査

（以下、ヒアリング）を実施し、本調査に資するデータを収集した。 

 各調査の実施概要は、添付資料に示した通りである。 

 

(i) 震災前・後における消費者行動・消費者意識の把握 

①原発事故発生の認知状況 

アンケート調査回答者のうち、原発事故について、「具体的に知っている」と回答した

のが 83.9％、「聞いたことはあるが具体的には知らない」が 16.1％であった。一方、「全

く知らない」という回答はゼロであった。 

 

回答者の原発事故発生の認知状況 

聞いたことはあるが、具
体的に知らない

16.1%

全く知らない
0.0%

具体的に知っている
83.9%

 

         （資料）アンケート調査 
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調査の性格上、「全く知らない」という回答者は対象者から外すことを検討していたが、

そのように回答した者はいなかった。 

 

②日本産農林水産物等の購入経験 

回答者の日本産農林水産物等の購入経験をみると、最も多くの人が購入しているのが「菓

子、清涼飲料水、醤油などの日本産の加工食品」（以下、本文中では「加工食品」）で 68.5％、

以下、「日本酒」（55.1％）、「牛乳・粉ミルク」（45.9％）、「水産物」（43.0％）、「米」

（39.1％）、「りんご」（36.6％）、「なし」（20.4％）の順となっている。加工食品や日

本酒など、加工度の高いものが回答の上位を占めた。 

なお、今回は日本産農林水産物等の購入経験のある人を回答者として選定しているため、

購入したことがない回答者は含まれていない。 

 

日本産農林水産物等の購入経験 

36.6

20.4

39.1

68.5

55.1

45.9

43.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

りんご

なし

米

菓子、清涼飲料水、醤油などの日本産の加工食品

日本酒

牛乳・粉ミルク

日本産の水産物

上記日本産農林水産物は購入したことがない

 

（資料）アンケート調査 

 

③震災前の日本産農林水産物等の選択の状況 

以下は、震災前の日本産農林水産物等の選択の状況についての回答をまとめたものであ

る。 

n=514 
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ここでいう選択の状況とは、各調査対象品目を購入する場合に、毎回日本産を選ぶ場合

を 100％、10 回に 8 回くらい購入する場合を 80％、2 回に 1 回くらい購入する場合を 50％

などとみなし、回答してもらったものである。 

毎回購入している回答者が最も多いのは「日本酒」で 15.5％、以下、「水産物」（12.2％）、

「牛乳・粉ミルク」（11.9％）、「りんご」（11.2％）、「なし」（8.6％）、「加工食品」

（7.7％）、「米」（7.5％）となっている。 

次に、50％（2 回に 1 回）以上の頻度で日本産農林水産物等を購入する割合についてみる

と、「牛乳・粉ミルク」が 47.9％で最も多く、以下、「米」（42.8％）、「日本酒」（41.3％）、

「なし」（41.0％）、「水産物」（39.4％）、「加工食品」（39.2％）、「りんご」（38.8％）

となっている。 

一方、「産地は気にしていない」という回答は非常に少なく、もっとも回答率の高い「水

産物」でも 4.1％で、「米」や「なし」は 1.0％にとどまる。 

 

日本産農林水産物等の選択の状況 

11.2

8.6

7.5

7.7

15.5

11.9

12.2

6.9

7.6

8.5

5.1

5.7

10.6

5.4

6.9

7.6

9.0

8.2

7.1

10.6

8.1

14.9

17.1

17.9

18.2

13.1

14.8

13.6

16.5

13.3

13.4

13.9

12.7

17.4

14.0

20.7

21.9

16.9

18.5

19.4

11.9

18.1

19.1

22.9

25.9

25.9

24.0

20.3

24.4

3.7

1.0

1.0

2.6

2.5

2.5

4.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

りんご

なし

米

菓子、清涼飲料水、醤油などの日本産の加工食品

日本酒

牛乳・粉ミルク

日本産の水産物

100％　（毎回日本産を選ぶ） 80%
60% 50%　（二回に一回くらいの割合で日本産を選ぶ）

40% 20%
20%未満 産地は気にしていない

 

（資料）アンケート調査 

 

④購入したことのある日本産農林水産物等のうち、最もよく購入するもの 

これまでに購入したことのある日本産農林水産物等のうち、最もよく購入するものにつ

いてたずねた結果は以下の通りである。 
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加工食品が 38.3％と、最も回答が多かった。以下、日本酒（15.6％）、牛乳・粉ミルク

（15.4％）、水産品（12.8％）、りんご（9.5％）、米（8.0％）の順となっている。これに

対して、なしについては 0.4%と、他の品目と比べて回答が極端に少なかった。 

グループインタビューもほぼ同様の結果となっており、大部分の人が菓子、飲料、醤油

等の日本産の加工食品、日本酒、牛乳、粉ミルクの購入頻度が高いとしている。 

 

購入したことのある日本産農林水産物等のうち最もよく購入するもの 

なし
0.4%

米
8.0%

日本酒
15.6%

牛乳・粉ミルク
15.4%

日本産の水産物
12.8%

菓子、清涼飲料水、
醤油などの日本産の

加工食品
38.3%

りんご
9.5%

 

（資料）アンケート調査 

 

⑤最もよく購入する日本産農林水産物等の購入頻度 

最もよく購入する日本産農林水産物等の購入頻度についてみると、1 カ月に２～３回が最

も多く、34.6％を占めた。また、1 カ月に１回が次に多く、30.7％の回答率となっている。

これらを合わせると、1 カ月に１～３回の頻度で購入していた人が 65.3％とおよそ３分の

２を占めた。 

これらに次いで、1 週間に 1 回以上というヘビーユーザーも回答者の 15.2％を占めた。

一方で、購入頻度が相対的に低いほうでは、半年に 1 回が 12.3％となっており、最もよく

購入するものでも、年に 1 回が 3.1％、数年に 1 回が 4.1％の回答率であった。 

また、グループインタビューによれば、北京、上海での購入頻度は以下の通りである。 

 

【北京】 

・りんご、なし：大部分の人が買ったことがあり、頻度は年に数回。 

・米：年数回購入。 
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・菓子、飲料、醤油等日本産の加工食品、日本酒：月 2～3 回の人もいれば月に 1 回の人 

もいる。 

・牛乳、粉ミルク：月 2～3 回の人もいれば月に 1 回の人もいる。 

・水産物：ほとんどの人が月に１回は購入し、人によっては購入頻度が高く、週に 1 回 

以上の人もいる。 

【上海】 

・りんご、なし：大部分の人が買ったことがあり、頻度は月 1 回。 

・米 ：購入したことがある人がいる。 

・菓子、飲料、醤油等日本産の加工食品、日本酒：週に 1 回以上の人もいれば、年に数 

回の人もいる。 

・牛乳、粉ミルク：月 2～3 回の人もいれば月に 1 回の人もいる。 

・日本の水産物：年に数回の人もいれば、人によっては購入頻度が高く、週に 1 回以上 

の人もいる。 

 

最もよく購入する日本産農林水産物等の購入頻度 

１カ月に２～３回
34.6%１カ月に１回

30.7%

半年に一回
12.3%

年に1回
3.1%

数年に１回
4.1%

１週間に１回以上
15.2%

 

（資料）アンケート調査 

 

⑥最もよく購入する日本産農林水産物等の購入先 

最もよく購入する日本産農林水産物等の購入先で最も多いのは「大型スーパー」で、52.5％

と全体の半分以上を占めた。また、「海外輸入食品を販売しているスーパー」も多く、32.7％

n=514 
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であった。これらを合わせると、85.2％の回答者がこのどちらかで日本産農林水産物等を購

入している。 

また、これ以外では、回答比率は低いが「百貨店」が 7.0％、「ネット通販」が 4.3％な

どとなっている。 

さらに、回答率は相対的には低いものの、「特設・期間限定コーナー（展示場や特設店

舗など）」での購入も 2.5％あった。 

他方、グループインタビューによれば、北京、上海ともに、主に高級スーパーや外資系

スーパー、インターネットで購入している。 

また、人によっては百貨店、特設・展示即売会のカウンター（展示即売会の特設店舗等）

での購入経験を持っている。 

 

最もよく購入する日本産農林水産物等の購入先 

大型スーパー
52.5%

百貨店
7.0%

海外輸入食品を販売
しているスーパー

32.7%

特設・期間限定
コーナー（展示場や

特設店舗など）
2.5%

その他の小売店
0.8%

その他
0.2%

ネット販売
4.3%

 

（資料）アンケート調査 

 

⑦日本産農林水産物等の購入目的 

日本産農林水産物の購入の目的は、以下の通りである。 

購入目的で最も多いのは「家族での飲食用」で、全体の 90.9％を占めた。これに次いで、

「来客時に提供（食事招待・パーティーなど）」が 45.3％となっている。これに対して、

「贈答用」も 20.6％を占めた。これら 3 つの用途以外の回答は 0.2％に過ぎず、購入目的は

これら 3 つの用途にほぼ尽きる。 
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今回のアンケート調査では、自分でお金を払って日本産の農林水産物等を購入した人を

対象としているため、自分がギフトなどとしてもらったケースは含まれていない。ただし、

ギフト用途で購入した場合は回答に出てきているように含まれている。もっとも、本アン

ケート調査は一般消費者を対象にしたものであるため、日本産農林水産物等を主として贈

答用として利用する企業などの意向は捕捉できていない。 

 

日本産農林水産物等の購入目的 

90.9

45.3

20.6

0.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家族での飲食用

来客時に提供（食事招待パーティーなど）

贈答用

その他

 

（資料）アンケート調査 

 

⑧購入する際の日本国内の産地の意識 

グループインタビューによれば、購入する際にどの程度日本国内の産地を意識している

かについては、以下のような傾向がみられた。 

まず、北京については、産地を意識しているという回答が多かったものの、地理的なロ

ケーションや地域間の位置関係について実際には日本の産地がよくわかっておらず、正確

に把握しているわけではない。 

また、上海についても、大部分の人が産地を意識しているとしている。しかし、実際に

農水産物を購入する段階では、人によっては○○商品はどこそこのものを買わなければな

らないと考えるものの、特に意識していない人がほとんどであった。このため、「産地」

といっても、実際には広い範囲での日本を指すイメージに近く、具体的な地域名を意識す

るまでのものではないように見受けられた。 

 

⑨購入したことのある日本産農林水産物等の好きさ加減 

購入した日本産農林水産物等の好きさ加減は、以下の通りである。 
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購入したことのある日本産農林水産物等の好きさ加減 

25.5

16.2

24.9

27.0

22.6

28.0

30.3

46.8

46.7

41.3

47.2

37.1

41.9

44.3

22.9

30.5

28.9

21.3

32.5

24.6

21.7

3.7

5.7

3.5

2.6

5.7

4.7

3.2

0.5

1.0

0.5

0.0

0.4

0.0

0.0

0.5

0.0

1.0

2.0

1.8

0.8

0.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

りんご

なし

米

菓子、清涼飲料水、醤油などの日本産の加工食品

日本酒

牛乳・粉ミルク

日本産の水産物

とても好き 好き まあまあ好き あまり好きでない 嫌い どちらともいえない

 

（資料）アンケート調査 

 

「とても好き」という回答が最も多いのが「水産物」で 30.3%であった。以下、「牛乳・

粉ミルク」（28.0％）、「加工食品」（27.0％）、「りんご」（25.5％）、「米」（24.9％）、

「日本酒」（22.6％）、「なし」（16.2％）となっている。 

また、「とても好き」、「好き」、「まあまあ好き」の 3 つの回答を合計した回答率で

は、「水産物」が最も多く 96.3％を占め、以下、「加工食品」（95.5％）、「りんご」（95.2％）、

「米」（95.1％）、「牛乳・粉ミルク」（94.5％）、「なし」（93.4％）、「日本酒」（92.2％）

の順となっている。 

 

⑩日本産農林水産物等の好きな点 

日本産農林水産物等の好きな点について、品目別にみると以下のようになっている。 

 

(i)りんご 

りんごに関して好きな点についてみると、「味」が 72.1％となっており、味に対する評

価が極めて高い。また、「味以外の品質の良さ」も 49.7％と評価が高い。 

以下、「高級感」（35.8％）、「色」（35.2％）、「色以外のみためのよさ」（31.3％）

などとなっている。また、「安全性の評価」も 31.3％と高い。 

価格は、「高い」という回答と「妥当である」という回答がほぼ同じであった。 
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日本産農林水産物等の好きな点（りんご） 

72.1

49.7
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35.8

28.5
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3.9
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（資料）アンケート調査 

 

（ii）なし 

なしに関して好きな点についてみると、「味以外の品質の良さ」が 55.1％と最も高くな

っており、また、「味」も 52.0％と評価が高い。 

これ以外では、「色」7％）、「色以外のみためのよさ」（33.7％）、「大きさ」、「量

の多さ」（32.7％）などの回答率が高くなっている。 

また、「安全性の評価」も 29.6％と相対的に高い。 

価格については、「妥当であること」が 20.4％と、「高いこと」の 13.3％を上回った。 
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日本産農林水産物等の好きな点（なし） 
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（資料）アンケート調査 

 

(iii)米 

米についてみると、「味以外の品質の良さ」が 58.6％と最も高くなっており、これに次

いで、「味」も 55.5％と回答率が高くなっている。 

また、「高級感」（37.7％）も回答率が高く、また、「安全性の評価」も 36.6％と高く

なっている。 

これ以外では、「色」（30.9％）、「色以外のみためのよさ」（28.7％）、「価格が高い

こと」（27.2％）なども相対的に回答率が高くなっている。 

一方、「価格が妥当であること」は 14.1％と相対的に低く、「価格が安いこと」という

回答は 2.1％しかない。 
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日本産農林水産物等の好きな点（米） 
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（資料）アンケート調査 

 

(iv)加工食品 

加工食品についてみると、「味」が 72.0％と高い回答率となっている。これに次いで、

「味以外の品質の良さ」も 55.4％と回答率が高い。 

これ以外では、「色以外のみためのよさ」（44.6％）、「高級感」（41.1％）も回答率が

高くなっている。 

また、「安全性の評価」も 39.6％と高くなっている。 

一方、価格については、「価格が高いこと」が 19.3％、「妥当であること」が 15.2％と

なっている。 
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日本産農林水産物等の好きな点（加工食品） 
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（資料）アンケート調査 

 

(v)日本酒 

日本酒については、「味」が 62.1％と最も高い回答率となっている。これに次いで、「味

以外の品質の良さ」、「高級感」も、それぞれ 44.8％、41.0％と回答率が高い。 

また、「安全性の評価」も 30.3％と高くなっている。 

一方、価格については、「価格が高いこと」が 17.6％、「妥当であること」が 23.8％の

回答率となっている。 
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日本産農林水産物等の好きな点（日本酒） 
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価格が安いこと

その他

 

（資料）アンケート調査 

 

(vi)牛乳・粉ミルク 

牛乳・粉ミルクについてみると、「味以外の品質の良さ」が 56.1％、「安全性」が 55.6％、

「味」が 51.6％と高い回答率となっている。特に、他の品目と比較して、「安全性の回答

率の高さ」が際立っている。 

これに次いで、「高級感」も 36.3％と相対的に高い回答率となっている。 

一方、価格については、「価格が高いこと」が 17.9％、「妥当であること」が 19.3％の

回答率となっている。 

 

n=261 
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日本産農林水産物等の好きな点（牛乳・粉ミルク） 
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（資料）アンケート調査 

 

(vii)水産物 

水産物についてみると、「味」が 58.2％、「味以外の品質の良さ」が 47.4％と回答率が

高い。これに次いでは、「高級感」が 38.0％、「安全性」が 36.2％と相対的に高い回答率

となっている。また、「珍しさ、手に入りにくいこと」も 29.6％と比較的高い。 

価格については、「価格が高いこと」が 22.5％、「妥当であること」が 14.1％となって

いる。 

 

n=223 
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日本産農林水産物等の好きな点（水産物） 
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（資料）アンケート調査 

 

⑪震災後の日本産農林水産物等の購入状況の変化とその理由 

震災後の日本産農林水産物等の購入状況を、震災前と比較すると以下のようになってい

る。 

「震災前と変わらない、もしくは増えた」という回答は 15.2％にとどまり、残りは減少

または購入しなくなったという回答であった。 

「購入しなくなった」という回答は 31.1％あり、回答者のおよそ３分の１が震災後に何

らかの理由で購入を取りやめている。 

減少のなかで最も回答が多かったのが「震災前の 20％」で、回答の 16.0％を占めた。以

下、「震災前の 60％」が 14.6％、「震災前の 40％」が 13.8％、「震災前の 80％」が 9.3％

となっている。 

 

n=213 
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震災後の日本産農林水産物等の購入状況の変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）アンケート調査 

 

また、日本産農林水産物等を取扱う事業者へのヒアリング調査によれば、いずれの事業

者も、震災発生後の販売には「大きな影響があった」としている。特に、商品が揃わない、

原材料が入ってこない、ということが最も大きな影響であるとされており、在庫が切れた

後は売るものがないという状況がみられる。問題が大きいのは、酒、米、茶などであった。 

しかしその一方で、産品によっては、4 月終わり頃から販売が回復したという状況もみら

れた。特に、魚介類、りんごなどは、影響が大きいという回答もあるが、別の事業者は大

きな影響は出ていないとしている。日本産魚介類については、産地を切り替えることによ

って対応している状況もみられた。 

また、消費者の反応もシビアで、震災前に輸入した食品でも敬遠されたという回答もあ

った。ただし、最近では消費者の心配は軽減してきているという意見もある。 

 

日本産農林水産物等の購買量が減少した、あるいは購入しなくなった理由についてみる

と、最も多いのが「放射性物質の影響が怖いから」で、87.6％と圧倒的に高い回答率となっ

ている。 

 

震災前の80％
9.3%

震災前の60％
14.6%

震災前の40％
13.8%

震災前の20％
16.0%

購入しなくなった
31.1%

震災前と変わらない、もし
くは増えた

15.2%

n=514 
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震災後の日本産農林水産物等の購入状況の変化の理由 
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その他

 

（資料）アンケート調査 

 

これ以外では、「家族や贈答相手に嫌がれるから」が 39.8％と相対的に高く、以下、「放

射性物質の影響とは別に品質に問題がある気がするから」が 25.0％、「店頭で売られなく

なった（提供されなくなった）から、もしくは店が閉まったから」が 19.3％となっている。 

これに対して、「日本食品以外の製品がキャンペーン等で目についたから」は、4.4％と

低い。 

事業者へのヒアリングでは、販売量・取扱量が減少した要因として放射性物質による汚

染に対する消費者の意識を上げる意見もあったが、いずれの事業者も主因としてあげてい

るのは、そもそも商品の輸入ができないことである。 

放射性物質の問題が消費者の購買意欲に与えている影響については、肯定的な意見と否

定的な意見の双方がある。ただし、本人が納得していても家族や友人などの周りの目が気

になって購買に結びつかない、という状況もあげられている。例えば、魚介類では、その

ために日本産品の代替であるアラスカ産に着目する消費者がいるとのことであった。 

また、事業者側の事情として、万が一にも中国国内で汚染食品が見つかった場合に事業

者がこうむるダメージの大きさが挙げられている。 

 

一方、グループインタビューでの、購入状況の変化とその理由についての発言を紹介す

ると以下のようになっている。なお、グループインタビュー参加者（北京 5 名、上海 5 名

の属性については、付属資料に記載した）。 

n=436 
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【北京】 

（Ａ）震災後の一時期は、テレビ報道などで放射能汚染が怖くなり買わなくなった。し

かし、現在は以前通り買っている。およそ震災の 3 カ月後には、購入を再開した。中国

の関係者がしかるべき措置を取っているので、国内に入ってくるものは安全だと思う。 

（Ｂ）震災後、購入は少なくなった（震災前の 80％）。震災後はまったく買わなかった

が、ここ 7～9 月くらいには菓子類は買うようになった。放射能は菓子に対しては問題

ない。水産物は、放射能汚染がひどいと思うので買わない。中国での一般的な影響につ

いては、水産物と粉ミルクが大きいと思う。 

（Ｃ）水産物と粉ミルクは買わない。米も買ったことはないが買わない。特に、水産物

は影響が大きく、最も解消しにくいものだ。水産物は国産のものに替えた。粉ミルクは

米国製に替えた。菓子と調味料も震災直後は買わなかったが、現在は以前と同様に買っ

ている。菓子と調味料については、問題は大きくない。 

（Ｄ）全体としては震災前の 60％くらいに減った。水産物、米、粉ミルクは買わなくな

った。粉ミルクは他の輸入品に替えた。日本から中国に輸入されている水産物はほとん

ど長崎あたりのものなので、震災とはほとんど関係がないと思う。しかし、現状ではみ

なが買わないし、公式の発表もないので買わない。 

（Ｅ）もともとそれほどたくさん買っているわけではないので、あまり変化はない。水

産物は買わなくなったが、他はあまり影響はない。周りの友人は水産物や米を買わなく

なったが、個人的には産地を見てもし遠ければ問題はないと思う。 

 

【上海】 

（Ｆ）半分以上減少した。放射能の拡散した範囲が広すぎる。今までも本当の報道を観

たことがなく、どれも深い所まで掘り下げていない。自分に正確な情報リソースがない

ので買わない。基本的に菓子、調味料はまだいい。生ものは殆ど買わなくなった。海と

土壌に対する影響は大きいと思う。放射能はどこでも入ってくるので非常に心配。 

（Ｇ）水産物は絶対買わない。牛乳は買う。その他、菓子、チョコレートも買う。牛乳

を買う理由は飲み慣れているから。そのほかのものは食べ慣れていない。牛乳が影響を

受けていることは心配ではない。放射能は海のあたりにあると思う。 

（Ｈ）水産物については考える。果物の問題は大きくないと思う。水産物は半分以下に

減った。菓子は 80％くらい。 

（Ｉ）水産物はかなり買わなくなった。50%くらい。粉ミルクは買い置きがあるが、震

災後は一時買えなくなった。今ではまた買うことができるようになった。飲み慣れたも

のなので、変えることは難しい。もう少し大きくなったら考える。粉ミルクも１～4 の

段階があるので。 

（Ｊ）私は気にしていない。最初の頃、震災後 1～2 カ月で報道があった頃は水産物をあ
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まり買わないようにしていたが、とても食べたくなって食べた。理由は、水産物はは必

ずしもあの辺から来るものではないので。粉ミルクは元々買い置きが沢山あったが、友

人が何人か日本にいるので、時々送ってもらっている。放射能に対しては心配していな

い。 

（Ｆ）日本の放射能、震災後の放射能の農産物に対する影響は非常に大きいと思う。 

土壌汚染は 30 年で、これは今後長く続く。今の段階ではっきりとしないものもあると

思う。 

（Ｉ）水産物は影響が最も大きい。農産物も面倒。 

（Ｈ）加工品でも、果物や牛乳でも影響があると思う。 

 

⑫代替品の購入状況 

代替品の購入状況についてみると、「中国産を購入した」が 69.5％と高く、「他の外国

産」も 45.9％となっている。 

「代替品の購入をしていない」のは、わずか 7.6％にとどまる。 

 

代替品の購入状況 

45.9

69.5

7.6
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はい、他の外国産を購入しました

はい、中国産を購入しました

いいえ、代替品は購入していません

 

（資料）アンケート調査 

 

(ii) 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と需

要減少の原因究明 

事業者に対するヒアリングによれば、震災後に中国政府が設けた規制措置への理解状況

と中国政府の日本産品輸入に関する制限解除や緩和に関する見通しは以下の通りである。 

震災後に中国政府が設けた規制措置への理解状況については、インタビュー先の事業者

は、中国政府の規制措置についてよく理解している。特に、放射線量に関する証明と、県

レベルでの原産地証明が必要ということがポイントであるということ、これまで単に「日

n=436 
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本産」という表示だけであったため、この点が問題になっているということについて、共

通に指摘している 

中国政府の日本産品輸入に関する制限解除や緩和に関する見通しに関しては、輸入に対

する制限が緩和されるという意見と、厳しいままであるという意見が拮抗している。また、

日中両国間の協議状況に関する情報がないために、わからないという意見もある。 

緩和されるであろうという意見では、日本産品に対する国内のニーズが大きいことが理

由として挙げられている。これに対して、当面は厳しいという意見では、中国政府首脳の

任期中において問題を起こさないようにすること、市場の日本産品に対するニーズは差し

迫っているものではないことなどが挙げられている。 

さらに、鍵となるのは、日本国内における放射性廃棄物汚染問題がどのように解決され

ていくのか、また日本政府がそれをどのようにアピールしていくのかという点にあると指

摘する意見が出されている。 

最後に、日本産農林水産物等に対する今後の取扱い意向については、日本産品の取扱い

意欲は強く、輸入ができれば取扱いを復活するという意見がほとんどであった。 

ただし、日本産品が揃わない場合は、他国からの輸入、国内産品の活用など、日本産品

からの切り替えを行っているという回答が目立った。 

現時点において、他国からの輸入に切り換えている事業者でも、他国に流れっぱなしと

いうことはない模様である。こうした意向の背景には、日本産品の品質に対する信頼が大

きいことがある。 

このように、日本産品の取扱い意欲は基本的に震災・原発事故前と変わらないといえる

が、以前に増して積極的に取扱を拡大するという意見は 1 社に留まった。 

なお、事業者に対するヒアリング結果の詳細を、「添付資料３：事業者ヒアリング結果

概要」にとりまとめた。 

 

次に個別の品目についてみると、果実については、震災前においては、ヒアリング先の

高級スーパー、百貨店では、いずれも順調に売れていたとのことであった。特に、春節の

ときに販売された贈答用の品目については、従来どおりの人気があり、順調に販売が進ん

だとされる。 

原発事故発生直後においては、マスコミでの取り扱いも多く、日本産農水産物等に対す

る懸念も大きかった。しかし、その後、6 月頃にはマスコミでの取り扱いがほとんどなくな

り、一般消費者レベルでは、認識がかなり薄れてきている状況。基本的に、店頭に置いて

あるものであれば、ほとんどの場合、特に産地などを確かめることなく購入されている状

況にある。また、今後、輸入が再開された場合においても風評被害の再発はないという見

方が強い。ただし、産地や安全性に対する的確な情報が付与されていないと問題を生じる

という意見もあった（ギフトニーズが多いことが一つの理由）。 
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もともと、震災の発生した時期は春節後の品薄の時期でもあり、在庫品は限られていた。

それがなくなると輸入規制に伴い欠品状態が続いた。 

りんごの場合、輸入業者、卸売業者、小売業者については、青森産りんごについての懸

念は持っていない。一般消費者も、店頭に置いてあるものであれば、特に気にせずに購入

している状況である。 

米について、ヒアリング先の高級スーパー、百貨店では、震災前についてはいずれも順

調に売れていたとのことである。 

春節のときに販売された日本米はどの店舗でも人気があったことが確かめられた。ただ

し、春節は何でも売れるということでもあり、日本米に限ったことではないともいえる。 

百貨店や高級スーパーは、震災時には春節用に輸入した日本産米が既に店頭になく、震

災時における風評被害もなかった。 

天津の百貨店では、震災後の 4 月までは日本産米があり、売れていたとのことである。 

加工食品については、震災があった 3 月時点では影響はほとんどなかったが、4 月の放射

能汚染水が海に排出された報道からは影響が出たとのことである。 

加工食品の高級スーパー、百貨店における売上げについては、場所によって違いがある。

天津では、食品売り場の日本製品の売上げ減少が 20％近くあったとのこと。その後、日本

からの輸入が止まり、12 月初頭の段階ではまだ影響が残っている。なお、この間に商品の

入れ替えが起きた。中国製のメイドバイジャパン商品のほか、欧州産（イタリア、イギリ

スなど）やアジア産（シンガポール、台湾など）も増えてきている。 

ただし、食品売り場における売上げが大きく落ち込んだ日本製品は水産物関連の商品で

あり、それ以外の加工食品については風評被害がそれほどなかったという見解もある。（水

産物は日本からのものではなかったが、日本産とみなされた）。 

日本からの加工食品は、震災直後にはまとめ買いによって販売が伸びた例もある。もっ

とも、4 月以降は在庫がなくなり、結果として被害が軽微なものもあった、ということが実

態のようである。現在は、日本からの輸入加工食品は品薄であり、販売する商品がなくな

った店もある。 

震災後、産地を明確にするなどの対策を採ることによって、売上げは元に戻ったという

百貨店もある。そこでは震災前の 105％になったとのことである。 

今では、食品が安心・安全であることはあたりまえのこととなっている。今後さらに放

射能汚染水の排出などがあると、問題が生じる可能性がある。こうしたことから、これか

ら輸入が再開される場合は、「これまでどおりに普通に売っていくだけでなく、安全性に

関する的確な情報を提供することが必要である」という意見が複数の流通関係者から出さ

れている。 

日本メーカーが中国の工場でつくっている日本食品には、震災の影響はほとんど影響な

かった。 
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お客からは、今でも福島原発事故の影響について質問される場合もある。ただし、現時

点でも、中国人のお客は日本製品を欲しいと考えている人が多く、輸入が再開されれば売

上げは伸びていくであろうという意見が強い。 

日本酒については、小売業と業務用（飲食店）では、中国人の日本酒に対する評価や行

動が大きく異なったとのことである。 

百貨店や高級スーパーでは、日本酒に対する風評被害はほとんどなく、順調に売れ続け

た。しかし、業務用（飲食店用）の日本酒では、6 月ごろまでは風評被害があり、販売量が

2～3 割程度減少した。特に、接待用の飲食店（高級ホテルのレストラン）は客が激減し、

日本酒の販売も激減した。それは、和食レストランの売り物が日本産の水産物であるため

である。とりわけ、放射性物質で汚染された水が海に放出されたという報道によって懸念

が高まった。特に接待用には、和食レストランは敬遠された。これに対して、自分で日本

料理が好きで食べに来るような消費者を顧客としている飲食店では被害が少なかった。 

飲食店への影響は 5 月ころまで残っていた。6 月にはだいぶ回復し、7～8 月からは客入

りが回復した。 

現在、日本酒の輸入が再開されており、輸入を許可されたものについては、特に問題に

なることはないとみられている。とはいえ、安全であるという根拠を目に見えるようにし

ておくことは必要という意見が強い。 

なお、原発事故の報道は 3月末から 4月が最も多かったが、12月初頭時点ではほとんど

報道されていないとのことであった。 

牛乳・粉ミルクについては、原発事故以前に、口蹄疫関連による輸入規制が継続してお

り、店頭には製品がない状況であった。 

粉ミルクについては、日本製であれば大丈夫であるという信頼が強く、輸入が再開され

た場合には購入するという意向の消費者が多い。 

ただし、粉ミルクの場合、水産物と並んで原発事故の影響を強く懸念している消費者が

多いのも事実である。このため、政府機関などによる安全性に対する確かな保証があるこ

とが前提であるとしている。 

水産物については、北京では、震災後の一時期は放射能汚染の影響を恐れて購入を控え

たが、現在は以前どおりに購入しているという消費者がいる反面、水産物の購入は控えて

いるという消費者も多くいた。 

上海では、水産物の購入を減らしたとする消費者が多い。また、全く買わなくなったと

する消費者もいた。購入している人の場合、産地を確かめて購入しているケースが多い。

また、一部の消費者は、他の外国産のものに切り替えたとしている。国産品に切り替えた

人は一部にとどまる。 

一般消費者向けについては、産地によって消費者の対応が分かれている。長崎産の場合、

店頭に並んでいるものについて、そのまま購入していく消費者が多い。 
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北海道産の水産物については、上海で販売されているものは購買力の強い消費者向けで

あり、そのような消費者は非常に理性的で、北海道産は震災エリアから離れているという

ことを理解している。また、そうでない消費者であっても、きちんと説明して納得しても

らえば問題はないという意見があった。 

加工用は、欧米向けの場合、ドイツの日本産原料に対する抵抗が強いとのこと。フラン

ス、イギリスの場合は、それほどの抵抗はないという話であった。ただし、英仏でもドイ

ツと同じように抵抗があるとの意見もあった。 

加工用については、実際に今年の分が入っておらず、在庫分の残りを加工しているので、

これまでのところ影響はないとの意見であった。  
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(2) 日本側で講じるべき措置の検討 

(i) 即時的に講じるべき措置 

①原発事故の日本産農林水産物等への影響 

原発事故の日本産農林水産物等への影響についてみると、「影響は一部の日本産農林水

産物に限られると思う」という理性的な判断が 46.1％と高い一方で、「影響はすべての日

本産農林水産物等に及ぶと思う」とする回答も 41.8％と非常に高くなっている。 

「影響はほとんど心配していない」とする楽観的な意見は、6.0％にとどまった。 

また、「情報が少ないので現時点では影響はわからない」とする回答は 5.8％であった。 

 

原発事故の日本産農林水産物等への影響 

 

影響は一部の日本産
農林水産物等に
限られると思う

46.1%

影響はすべての
日本産農林水産物等

に及ぶと思う
41.8%

影響はほとんど
心配していない

6.0%

その他
0.2%

情報が少ないので現時
点では影響はわからない

5.8%

 

（資料）アンケート調査 

 

グループインタビューにおいても、ほぼ同様の発言がみられた。大部分の人が影響は一

部の日本産農林水産物等に限られると思うと発言し、影響がすべての日本産農林水産物等

に及ぶと思うと発言は一部であった。また、人によっては、影響についてほとんど心配し

ていないと発言している。 

また、事業者へのヒアリングによれば、影響はすべての日本産品に及んでいるというの

が主流の意見であった。 

期間的には、まだしばらく続くという意見が多かった。それは、輸入規制が長引くとい

う見方が強いためである。また、今の政府（現首脳陣）が続く間は輸入規制が続くという

意見もあった。 

n=514 
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②原発事故の日本産農林水産物等への影響に関する情報の満足度 

原発事故の日本産農林水産物等への影響に関する情報の満足度についてみると、「やや

不足している」が 41.2％で最も多く、「非常に不足している」の 8.0％、「全然入手できな

い」の 1.2％を加えると、50.4％の回答者が情報の不足を訴えている。 

一方、「情報が十分にある」とする回答は 15.2％にとどまった。また、「どちらともい

えない」が 34.4％を占めた。 

 

原発事故の日本産農林水産物等への影響に関する情報の満足度 

やや不足している
41.2%

どちらともいえない
34.4%

非常に不足している
8.0%

全然入手できない
1.2%

十分にある
15.2%

 

（資料）アンケート調査 

 

また、事業者に対するヒアリングによれば、主として情報をマスメディアから得ている

ものの、それらの情報は十分ではないとしている。仕入先からの情報についても、仕入先

自身が十分な情報を持っていないために役に立たないとしている。 

情報が十分でないとする理由は、きちんとした公開情報がなかなか得られないこと、個々

の商品について安全かどうかを知る具体的な情報がないことによる。 

 

③食品に対する原発事故の影響についての情報の入手先ともっとも影響を受けた（信頼

した）情報源 

食品に対する原発事故の影響についての情報入手先は、以下の通りである。 

「テレビ」が 89.8％と抜きん出て多く、9 割近くが選択している。また、「新聞」、「メ

ディア等が発するインターネット情報（マスコミサイトなど）」も、それぞれ 72.2％、71.3％

と極めて高い回答率となっている。 

n=514 
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これら 3 種類以外では、回答率は下がるものの、「個人が発するインターネット情報（掲

示板・ブログなど個人から発せられているもの）」が 36.6％、「知人・友人から」が 25.6％

などが比較的高かった。 

また、事業者についても、原発事項に関する情報源として、①テレビニュースを中心と

したマスメディア（ほとんどすべての事業者があげている）、②仕入先などの取引関係に

ある会社（この比重も大きい）、③日本の関連ウェブサイト（インターネット情報）を挙

げている。 

 

食品に対する原発事故の影響についての情報の入手先 

89.8

72.2

22.6

18.5

13.0

71.3

36.6

12.0

25.6

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

テレビ

新聞

ビジネス雑誌

グルメ雑誌

その他雑誌

メディア等が発するインターネット情報（マスコミサイトなど）

個人が発するインターネット情報（掲示板ブログなど個人から発せ
られているもの）

店頭の情報（POP店員・販売員の説明など）

知人友人から

その他

 

（資料）アンケート調査 

 

原発事故の日本産農林水産物等への影響に関する情報でもっとも影響を受けた（信頼し

た）情報源については、以下のようになっている。 

ここでもテレビが最も多く、56.7％の回答者が選択している。これに次いで、メディア等

が発するインターネット情報（マスコミサイトなど）が 23.2％と相対的に高い回答率とな

っている。 

n=508 
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しかし、これら 2 種類以外の情報源については、あまり高い信頼が置かれていないこと

が見て取れる。特に、情報源としては回答率の高かった新聞は、5.6％の回答率にとどまっ

ていることが注目される。 

 

原発事故の日本産農林水産物等への影響に関する情報でもっとも影響を受けた 

（信頼した）情報源 

個人が発するインターネッ
ト情報（掲示板

ブログなど個人から
発せられているもの）

4.3%

店頭の情報（POPや店
員・販売員の説明など）

0.2%

知人友人から
4.3%

その他
0.0%

メディア等が発する
インターネット情報

（マスコミサイトなど）
23.2%

その他雑誌
0.6%

グルメ雑誌
2.0%

ビジネス雑誌
2.8%

新聞
5.9%

テレビ
56.7%

 

（資料）アンケート調査 

 

また、情報の入手先および得られた情報の内容について、グループインタビューの結果

をまとめると以下の通りである。 

 

【北京】 

（Ｄ）主としてインターネットの報道で見た。インターネットはネガティブな報道が多

い。インターネットは、ポータル、掲示板、開心網など。通常、1 つの情報から発信さ

れて、最も基本的なのは QQ（注）情報で、グループの中で情報を伝達している。日本

がどうしたこうしたとか。インターネットのこういうサイトは、自分で判断できないこ

とを本当のことだと信じやすくなっている。 

（Ａ）テレビで見た。情報はあまり十分でない。放射能汚染の日本産の主要農林水産物

への影響については、テレビでは絶対報道しない（もう 1 名同意）。 

（Ｃ）放射能の影響は新聞で見た。牛肉に問題が出たというようなものだった。いずれ

にせよ、情報を得るには不十分であった。 

（Ｄ）テレビの場合はニュースが情報源。テレビはいい加減なことはいえないので、ニ

n=508 
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ュースの内容は信じられる。ただし、すべてカバーしているわけではないので、消費者

や庶民が自分で判断する必要がある。例えば、水産物への直接の影響はいっていないが、

汚染水が海に排出された後、海水域での数値、風の向き、中国の水域に入る時期、中国

政府がたくさんの測定ポイントを設けたことなど。 

（Ｂ）報道はそれほど全面的でないが、常識的な人なら自分で判断できる。 

（Ｅ）ほうれん草からの放射能の検出や葉物が敏感であることなどは、震災後に何度も

見た。 

 

【上海】 

（Ｊ）放射能の農水産物に対する影響についての報道は少ない。 

（Ｆ）テレビで見て、あることはあるけど、真実ではない感じがする。国内のメディア

では隠蔽されていることがあると思う。既に何カ月も経っているので中国での震災報道

はなくなった。 

（Ｇ）放射能の食品汚染に対する情報はどれも表面的なものだが、インターネットとテ

レビでみた。インターネットはポータルサイト。震災直後は毎日報道されており、注意

してみていたが、今は報道はなくなった。具体的にどの農産物に対する影響の報道だっ

たかは、野菜は買わないので関心がないため忘れた。テレビは情報源としては半分は信

頼している。 

（Ｈ）震災直後は報道が非常に多かったが、最近は殆ど見ない。日本の放射能の農産物

に対する影響については、野菜、牛乳が廃棄されたことを知っている。しかし、その後

の情報はない。信頼できる情報は、直接日本から発表されたもの。情報源は、テレビと

インターネット。国内のテレビ、新聞は全部フィルターにかかっているが、インターネ

ットの一部のものは直接の情報源であると思う。 

（Ｆ）電子メディアがまず一番で、インターネットメディアはただ見るだけ。テレビと

新聞は相対的に言って信頼できると思う。 

（Ｉ）インターネットにも調べたいものが掲載されていると思うが、公式で正式なのは

中央メディア、新聞など、中央の公式のものだと思う。放射能の農産物に対する影響は、

震災直後には多かったが、最近、この方面の報道は殆ど聞いたことがない。情報源では、

テレビと新聞がより信頼できる。 

（Ｊ）テレビと新聞は、ポジティブな報道が多いと思う。廃棄にしてもポジティブな報

道である。もし、影響が非常に大きいなら、ポジティブな報道は無いと思う。ポジティ

ブな報道が多いのがいいと思うので、私はあまり気にしていない。見ればますます心配

になるので、それなら見ないほうがいい。信頼できるメディアは新聞とテレビ。 

（注）QQは、中国で最も普及しているチャット用メッセンジャーソフト。メールや Twitter 

代わりに使われることも多く、2011年末のアカウント数は 10億を超えている。 
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④食品の安全について、信頼している情報源 

食品の安全性について、信頼している情報源についてみると以下のようになっている。 

回答はやや分散しているものの、回答が最も多いのが「中国の政府発表」で 61.5％とな

っている。 

これに次いでは、「中国や海外の環境団体・消費者団体の意見・コメント」が 52.5％と

回答率が高い。 

また、これら以外では、「中国の食品安全専門家のコメント」が 40.7％、「日本の政府

発表」が 40.5％、「日本の食品安全専門家のコメント」が 27.2％となっている。 

 

食品の安全について信頼している情報源 

61.5

40.5

40.7

27.2

52.5

0.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中国の政府発表

日本の政府発表

中国の食品安全専門家のコメント

日本の食品安全専門家のコメント

中国や海外の環境団体・消費者団体の意見・コメント

その他

 

（資料）アンケート調査 

 

また、事業者へのヒアリングによれば、食品の安全について信頼している情報源として、

中国政府の情報という回答が比較的多かった。その一方、日本の政府発表をこまめにチェ

ックしているという回答もあった。 

また、これらの意見に対して、政府発表の情報はあまり信頼がおけない、消費者の声が

最も状況をよく反映している、という意見も一部にあった。 

このように、食品安全に関して信頼できる情報源については、業者によって意見が分か

れた。 

 

⑤日本産農林水産物等の購入の再開もしくは増加のために必要な情報 

n=514 
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日本産農林水産物等の購入の再開もしくは増加のために必要な情報としては、「特定の

日本産農林水産物等の個別の品目全般について汚染など事故の影響がないことを示す情報

（例：日本から輸出されるりんごはすべて検査をクリアしたもの）」が最も多くて 62.2％

であった。ただし、2 番目に回答の多かった、「実際に輸入された個別の品目について汚染

など事故の影響がないことを示す情報（例：この店頭に並んでいるりんごは検査をクリア

したもの）」についても回答率は 60.6％で、ほぼ同じ数の回答者が選択している。 

これに対して、「特定産地の日本産農林水産物等の個別品目について汚染など事故の影

響がないことを示す情報（例：××県産りんごは検査の結果問題ない）」については、回

答率が 37.4％と相対的に低かった。 

一方、情報があっても購入しないという回答も 7.3％あった。 

 

日本産農林水産物等の購入の再開もしくは増加のために必要な情報 

60.6
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実際に輸入された個別の品目について汚染など事故の影響がな
いことを示す情報（例：この店頭に並んでいるりんごは検査をクリ

アしたもの）

特定の日本産農林水産物等の個別の品目全般について汚染な
ど事故の影響がないことを示す情報（例：日本から輸出されるり

んごはすべて検査をクリアしたもの）

特定産地の日本産農林水産物等の個別品目について汚染など
事故の影響がないことを示す情報（例：××県産りんごは検査の

結果問題ない）

その他の情報

情報があっても購入はしない

 

（資料）アンケート調査 

 

また、事業者に対するヒアリングによれば、「個々の特定の日本産品に関する汚染事故

がないことを示す公開情報」や「商品の具体的な産地に関する公式情報（的確な産地情報）」

が必要であるというのが主流的な意見となっている。 

一方、専門家による意見が必要という意見もあった。それ以外では、消費者の警戒心が

次第に緩んできているため、行政が主体となった食品の安全性に関する PR が効果的である、

という意見もあった（実際に、この 9 月下旬、上海のある大学では日本に関するイベント

の中で食品に関する PR も行われたとのこと。） 

 

次に、日本産農林水産物等の購入の再開もしくは増加のために必要な情報について、グ

ループインタビューの結果をまとめると以下の通りである。 

n=436 
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【北京】 

・特定の日本産農林水産物等の個別の品目全般に対して検査を行い、汚染事故の影響が

ないことを証明する情報（例：日本から輸出されるりんごはすべて検査をクリアしてい

る）については全員が必要とした。 

・実際に輸入された個別の品目について、汚染など事故の影響がないことを示す情報

（例：このりんごは検査をクリアしているという店内における表示）については、一部

の人が必要とした。 

・特定産地の日本産農林水産物等の個別品目について、汚染など事故の影響がないこと

を示す情報（例：××県産りんごは検査の結果問題ない）についてはごく一部の人にの

みが必要とした。 

（Ａ）例えば、粉ミルクなどで、政府機関が認めたものが出れば買う確率が高くなる。

品質検査報告や品質監督レポートは信頼度を上げるために必要である。 

（Ｂ）ただし、そのような情報は信頼度を上げることは出来るが、それだけですべてが

解決するわけではない。 

（Ｄ）特定産地の日本産農林水産物等の個別品目について、汚染など事故の影響がない

ことを示す情報については、逆に、その産地のものでない場合にどうするかという問題

がある。その産地以外のものは買うのかどうか。 

（Ｃ）特定産地の個別品目については、安全性が保証されれば購入する。このような情

報はたいへん重要で、信頼度が増す。 

（Ｅ）専門家のコメントが大事である。特に、政府の情報を信じる。 

（Ａ）そもそも、基本的な情報が不足している。庶民に対する基本的な情報の付与が必

要である。例えば、この放射性物質はどれくらいの期間で除去されるのか。また、主な

放射性物質の検出状況など。 

（Ｄ）2 つの方向からのアプローチが必要。1 つは品目について、放射能の影響を受けて

いないということ、もう 1 つは、どの地方の製品が検査の結果問題がないかというもの。 

（Ｃ）権威のある特定部門によって押印がなされていることも重要である。 

 

【上海】 

・全員が、特定の日本産農林水産物等の個別の品目全般に対して検査を行い、汚染事故

の影響がないことを証明する情報（例：日本から輸出されるりんごはすべて検査をクリ

アしている）、実際に輸入された個別の品目について、汚染など事故の影響がないこと

を示す情報（例：このりんごは検査をクリアしているという店内における表示）、特定

産地の日本産農林水産物等の個別品目について、汚染など事故の影響がないことを示す

情報（例：××県産りんごは検査の結果問題ない）といった 3 つの情報のいずれも重要

であると発言した。 
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・さらに、指定された第三者による検査結果報告も重要である。 

（Ａ）3 つの情報のいずれも重要であるが、できれば利害関係のない第三者の検査レポー

トがあるといいと思う。そうすれば、重要性の順番は 3 つの情報の前に来る。第三者と

は、産地と関係が無く、輸入側にも関係がないところ。中国が指定した第三者で、国際

的なところである。輸入検査が最も望ましく、次は政府。もし、個別の食品に対して検

査をするとしたら、おそらく抜き取り検査で、全量検査はできないと思う。利害関係の

ない第三者の報告なら信頼できると思う。こういう条件が揃って初めて、購入を再開す

る。 

（Ｂ）3 つの条件が満たされれば買う。この 3 つで十分。十分保証されている。 

（Ｃ）3 つの条件で十分だと思う。 

（Ｄ）3 つの条件を選んだ。でも、4 番目があればより説得力があると感じた。 

（Ｅ）3 つの条件を選んだ。これで十分だと思う。利害関係があるとしても、3 つすべて

検査すれば受け入れられる。 

 

また、前問でたずねた必要な情報について、どのように提供すべきかについてみると、

やはり「テレビ」が 87.2％と抜きん出て多い。また、「新聞」、「メディア等が発するイ

ンターネット情報（マスコミサイトなど）」も、それぞれ 69.7％、64.4％と高い回答率と

なっている。 

これら 3 種類以外では、回答率は下がるものの、「グルメ雑誌」が 26.4％、「ビジネス

雑誌」が 24.3％、「店頭の情報（POP、店員・販売員の説明など）」が 23.9％、「個人が

発するインターネット情報（掲示板・ブログなど個人から発せられているもの）」が 19.7％

などとなっている。 
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必要な情報の提供方法 

87.2

69.7

24.3

26.4

11.7

64.4

19.7

23.9

13.1

0.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

テレビ

新聞

ビジネス雑誌

グルメ雑誌

その他雑誌

メディア等が発するインターネット情報（マスコミサイトなど）

個人が発するインターネット情報（掲示板ブログなど個人から発せ
られているもの）

店頭の情報（POP店員・販売員の説明など）

知人友人から

その他

 

（資料）アンケート調査 

また、日本産農林水産物等の購入の再開もしくは増加のために必要な情報の提供方法に

ついて、グループインタビューの結果をまとめると以下の通りである。 

 

【共通】 

・大部分の人が選択：新聞記事・広告（全国紙）、新聞での記事・広告（地方紙、地方

版）、インターネットでの情報提供（ホームページなど）。 

・一部の人が選択：店頭でのチラシやパンフレット等、販売員の説明。 

 

【北京】 

（Ｄ）どちらかの政府によるポジティブな報道が必要。特に、一番いいのは日本政府が

いうこと。 

・放射能汚染の日本に対するポジティブな発表で、どんなルートであれば信頼できるか

については、以下の通りいろいろな意見あり。 

（Ａ）CCTV。北京 TV。 

（Ｂ）CCTV1 、CCTV2、財政経済チャンネル。 

n=436 
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（Ａ）新聞でもいい。全国紙。 

（Ｂ）私はインターネットがいいと思う。新聞は読まない。もう 2 年くらい読んでい

ない。QQ ニュースでやればいい。 

（Ｃ）インターネット。ポータルサイトで、宣伝広告の情報ではなく。公式の新聞、 

それから、店頭での掲示。販売員の説明も非常に重要。 

（Ｄ）新聞、インターネット、店頭でのチラシやパンフレット。具体的な品目につい 

て、買う時に表示があるといい。 

（Ａ）具体的な品目についての表示がよい。CCTV1 と CCTV2 というのは実際にはあ 

りえない。 

（Ｃ）実物を売っている店頭での情報提供が重要。 

（Ｅ）品質レポートを店頭に示す。 

（Ａ）日本の公式発表で確認して、それから中国でも発表する。 

（Ｂ）国家衛生局が発表。 

（Ｅ）権威のあるメディア。 

（Ｄ）：日本政府が中国人民に震災に対する支援に感謝するという広告が載っていて、 

非常に感動した。その他、取材形式、CCTV4、国際チャンネル。 

（Ｂ）特别評論家。 

（Ｄ）できれば、中央テレビの人気のあるキャスターで、庶民の立場から話ができる

ような人。 

（Ｃ）中央台がいい。あとは大手ポータルサイト。例えば、人民網、新浪。 

（Ｅ）中国の品質監督局が発表しても、信じるとは限らない。中国と日本の基準は違

う。 

（Ｄ）日本政府の発表は信じる。中国政府は多分信じない。 

（Ｂ）私はそうは思わない。中国政府の発表は少し信じられる。 

（Ｃ）できれば、第三者がいれば、信じられる。欧米も認めれば。 

（Ｄ）日本は、中国だけで声明を発表するだけでなく、アメリカでもすれば、信頼性

は大幅に上がる。 

（Ｅ）まずは品質監督局が検査をして、その後、政府のスポークスマンが発表する。

毎日政府の会見があればいい影響がある。 

（Ｄ）3 種類。一つは国家レベルの権威のあるもの、二つ目は人民日報、経済日報など

の全国紙、三つ目はメディア、つまりポータルサイトで、この 3 種類で十分。 

（Ａ）テレビとインターネット。この 2 つはいい。インターネットは一部は信頼でき

ると思う。例えば人民網と新浪網。 

（Ｂ）私は最も信頼できるのはやはり中央台だと思う。例えば、日本が新浪と搜狐に

あげるお金があるのならば中央台がやるほうがいい。中央台は買収しにくいから。 
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（Ｅ）今、社会において、テレビとインターネットに接触する機会が最も多いと思う。

このルートはどんどんよくなっているが、私はインターネットは殆ど接触すること

はなく、テレビしかみていない。 

（Ｂ）中国と日本の食品専門家のコメントは絶対信じない。 

（Ｄ）日本政府が来中して 1 回会談すればいい。中国あるいは海外の環境団体につい 

ては、どの国かによる。EU やアメリカならよい。中国のは信じない。力不足だと思 

う。 

（Ｅ）できれば国際的な団体がいい。 

（Ａ）政府の公式の発表がいい。輸入品は電子製品にしろ同じで、日本のものは精巧

で、でっちあげが殆どないが、中国は本当にでっち上げが多すぎる。 

（Ｄ）日本政府は透明性が高いと思う。首相が換わるといえば換わる。これは非常に

いい体制だと思う。 

 

【上海】 

・必要な情報は放射能汚染に対するポジティブな発表で、信頼できるルートについては、

以下のようにいろいろな意見あり。 

（Ｇ）比較的信頼できるのは日本政府の発表。中国のメディアはあまり信じていない。 

（Ｆ）両方とも政府は信じていない。食品専門家は多すぎる。中国あるいは海外の環

境団体も信じられない。利害関係があると思う。 

（Ｈ）日本政府と環境団体を信じる。当地のものだから、情報源は更に円滑だと思う。

環境団体が信頼できる理由は、真実を指摘することができるから。公式メディアが

指摘できないものを指摘できる。 

（Ｉ）中国政府と環境団体を信じる。もともと果物の輸入は中国市場にとって影響す

る可能性があるものなので、もし、開放されるとしたら、品質は必ず問題ないもの

であると思う。政府の各レベルで検査をしており、中国政府はまじめに対応してい

ると思う。環境団体は第三者。 

（Ｊ）両国政府ともに信頼している。もし、日本政府の本当の報道が重大な報道であ

ったら、中国政府も報道すると思う。両国ともが報道するのであれば信頼する。 

（Ｆ）新聞、雑誌。 

（Ｇ）店頭のパンフレットも必要。 

（Ｈ）販売員の説明も必要だが、信頼性は必ずしも高くない。聞いたことがあるが、

販売員には教え役割があると思う。 

（Ｆ）説明すると同時に、文字での説明も必要。口頭で言っても意味が無い。 

（Ｈ）全国紙。あと、インターネット。店頭、カウンターで報告を配布することも必 

要。 

（Ｆ）新聞、インターネット。公式ウェブサイトで、普通のポータルサイトではない。



 

 175 

公式ウェブサイトは政府ではなく、食品関係。 

（Ｇ）新聞、インターネット、店頭でのチラシやパンフレット。販売員の説明はあま

り信じられない。 
 

 

⑥今後の日本産農林水産物等の購入意向 

今後の日本産農林水産物等の購入の意向については、以下のような結果となっている。 

 

今後の日本産農林水産物等の購入意向 

原発事故の影響は心配
ないという情報が得られ
れば以前通り購入する

42.4%

情報が得られてもしばらく
は様子を見るので以前通

りには購入しない
31.7%

その他
0.0%

情報の有無に関わらず今
後は購入しない

3.1%
情報の有無に関わらず今

後の購入は減らす
6.4%

原発事故の影響は心配
ないという情報が得られ

れば以前以上に購入する
16.3%

 

（資料）アンケート調査 

 

最も回答が多かったのは、「原発事故の影響は心配ないという情報が得られれば以前通

り購入する」で、42.4%を占めた。これと、「原発事故の影響は心配ないという情報が得ら

れれば以前以上に購入する」の 16.3％を合わせると、全体の 58.7％、すなわち 6 割近くの

回答者が購入を少なくとも以前通りに復活させるという回答であった。 

一方、「情報が得られてもしばらくは様子を見るので以前通りには購入しない」の回答

率は 31.7％で、2 番目に回答が多かった。これと、「情報の有無に関わらず今後の購入は

減らす」の 6.4％を合わせると、38.1％が購入を減らすとしている。 

また、「情報の有無に関わらず今後は購入しない」という回答も、3.1％あった。 

次に、グループインタビューでは、今後の購入の意向について、以下のような発言があ

った。 

 

 

n=514 
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【北京】 

（Ｄ）問題ないなら以前通り購入する。 

（Ｅ）日本政府が誠実であるかどうかによる。 

（Ｄ）情報が得られても、すぐには再開しない。 

（Ｂ）多分時間がかかる。 

（Ｄ）徐々に再開する。お互いに信じられるまで。それに、民族的な感情もある。うま

くすれば多分すぐに再開。テレビなどの自分が信頼するメディアで、自分が認めるやり

方であれば、再開する。実際、今食べている製品は日本の汚染された食品よりもっとひ

どいかもしれない。 

（Ｃ）公式に問題がないことが証明されなければ、少量だけ購入し、以前のようには買

わない。 

（Ｄ）もし、今日のテレビで安全性に関する説明があれば、明日にも買うかもしれない。 

（Ｅ）庶民は知識が少ないが、安全性が証明できたら、明日でも買う。 

（Ａ）今日問題なかったからといって明日買う必要は無い。 

（Ｂ）まだ様子を見る。 

【上海】 

・原発事故の影響は心配ないという情報が得られれば、以前通り購入する（4 名）。 

・原発事故の影響は心配ないという情報が得られれば、今まで以上に購入する（1 名）。 

（Ｊ）今後赤ちゃんに離乳食をあげることになるが、日本の食品はいいので、もっと多

く買うことになると思う。 

 

⑦調査結果を踏まえた即時的に講じるべき措置 

現状では、中国側の輸入に依然規制が多く、中国の百貨店やスーパーに日本産の農水産

物等が少ないか、品目によってはまったく無い状況である。このため、中国政府に対して、

一刻も早い輸入の再開や規制の緩和を様々なルートから継続的に働きかけていくことが重

要である。 

また、輸入業者、卸業者、小売業者など日本産の農水産物等の中国での取り扱い業者か

らも、中国政府に対して同様の働きかけを行なってもらうように動いてもらうことも必要

である。マーケティング戦略を立てる前に、まず日本からの輸出が可能とならなければ、

どうすることもできない。 

情報発信に関しては、日本産の農水産物を扱う業者の多くが指摘しているように、原発

事故について改めて言及することは逆効果であるという意見が多かった。この背景には、

アンケート調査結果、グループインタビュー調査結果、あるいは業者へのヒアリング調査

結果にもみられるように、事故直後にはマスコミ報道などで事故の状況が頻繁に取り上げ

られ、農水産物等に関する影響についての懸念が取り沙汰されたものの、事故後２～３カ

月経過するあたりから中国での関連報道がほとんど無くなり、消費者の関心が急速に失わ
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れたことがある。現時点において、多くの消費者が原発事故とその影響については忘れつ

つある。したがって、これからの方向としてことさら安全性を強調することは、忘れた風

評を思い出させることが懸念され、必ずしも得策とないえないだろう。 

一方で、輸入が既に再開された品目については、積極的に販促プロモーションをしてい

くことが重要である。特に、スーパー、百貨店など小売レベルの店頭や飲食店など、消費

者と直接の接点を持つ場所でのこまめな情報の提供や情報発信がきわめて重要であるとい

える。 

また、手続き面について、輸入が再開された商品であっても、安全性などを証明するた

めに中国政府が要求している書類等の準備に関して、日本の輸出業者やメーカー、原料な

どの提供業者などに過度の負担と手間がかかっている。業者の中には、このような手間を

嫌うものや、これまで公開する必要がなかった情報を提供することを拒否して輸出を断念

するところも出ているという。このため、このような手続き面での規制の緩和を、中国政

府に対して働きかけていくことも重要である。さらに、放射能検査に関する日本側の業者

の負担について、費用補助についての意見があった。 

 

(ii) 中・長期的に講じるべき施策 

中長期的な情報発信については、中国側の規制の緩和にかかわらず、日本産の農水産物

等の「価値」、「優位性」、「高品質」、「おいしさ」などの魅力について、特定の品目

に偏ることなく、全般的に魅力を訴求していくことが、まず第 1 に重要である。 

第 2 は、各品目ごとに、中国市場と中国の消費者に合わせた、きめの細かい販売促進戦

略の検討と、それに連動した効果的な情報発信の実施である。 

各品目に共通していえることは、日本産農水産物の価格の高さを、どのように他の魅力

あるいは強みで補っていくかということであり、情報発信もそのような魅力あるいは強み

に特化した訴求を行なっていくことが重要となる。 

また、価格を単純に引き下げるということではなく、様々なコストダウンを行うことに

より、価格自体についても、より広い層の消費者が魅力と感じるような競争力のあるレベ

ルにもっていく必要もある。 

さらに、継続的、あるいは可能であれば経常的な販促活動を行なっていくことが極めて

重要である。日本の食文化自体をアピールすることが、必ずしも日本産農水産物の輸出増

加に結びつくとは限らないものの、一方で、日本と異なる独自の根強い食文化を有する中

国市場において、日本産農水産物等の輸出の拡大を図っていくためには、単なる品目レベ

ルの訴求ではなく、日本の食文化に根付いた各品目の特性や魅力を長期的な視点からアピ

ールしていくことも必要である。 




