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6. 情報発信に関する調査結果 

6.1. 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 

6.1.1. 震災前・後における消費者行動・消費者意識の把握 

消費者意識調査によると、震災後 1 ヶ月間においては、台湾、香港では、菓子や即席め

んなどの加工食品を除き、日本産品を買わなくなったという回答が多かった。香港の乳製

品については、約半数が買わなくなったと回答しており、落ち込みが大きかったと考えら

れる。買い控えの も大きな理由は、「放射性物質の影響が怖いから」で台湾、香港、韓

国ともに理由として選んだ割合が 5 割を超えている。なお、日本で発生した原発事故が食

品に与える影響についての情報源としては、台湾、香港ともに、「テレビ」、「新聞」、

「メディアが発するインターネット情報」が上位を占めた。韓国も同様の傾向だが、「メ

ディアが発するインターネット情報」が「新聞」を上回った点が他と違っていた。各国の

調査結果を図 6.1-1 から図 6.1-3 に示す。 
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図 6.1-1 普段、目にしたり、耳にしたりする情報（台湾：n=1,005） 
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図 6.1-2 普段、目にしたり、耳にしたりする情報（香港：n=1,026） 
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図 6.1-3 普段、目にしたり、耳にしたりする情報（韓国：n=1,022） 
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なお、台湾、香港については調査時点においては日本産品の買い控えは解消する方向に

向かっている。ただし、香港の粉ミルクについては約 3 割が買わなくなったと回答してお

り、買い控え傾向が継続していることが分かる。韓国の水産品については、買わなくなっ

たという回答が 4 割を超えており買い控え傾向が継続している。 

日本産食品への原発事故の影響の情報を 近見聞きした時期については、「つい 近」

と言う回答が、台湾、香港では 1 割程度にとどまっており、原発事故の情報に触れなくな

ってきていることが分かる。韓国については他と比べてやや高く、「つい 近」との回答

は約 2 割であった。 

 

6.1.2. 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頭の対応策等 

(1) 台湾 

台湾では、一般に日本産ブランドの品質・安全性に対する消費者の信頼には根強いもの

がある。そのため、震災後の数ヶ月は震災の影響による輸入量の落ち込みがあった品目も

あったものの、現在は、いずれの品目においても震災の風評被害からは回復しつつある模

様である。現地の果物輸入業者へのヒアリングによると、「台湾人は熱しやすく冷めやす

い」傾向にあるため、既に震災のことを忘れている消費者も多いとのことであった。（た

だし、アンケート・社会調査等の手法によって「忘れっぽい」という傾向が顕著であると

確認されているわけではないことには留意する必要がある。） 

他方、高級果物専門店の顧客の一部などには、いまだに怖がって日本産品の代わりに他

国の果物を購入する動きがあるようである。さらに、卸売市場内の仲卸業者らへのヒアリ

ング結果によると、いまだに震災の影響で日本産品の売れ行きが悪いという業者や、売れ

行きは戻りつつあるが放射線の影響について尋ねられることは多いという業者もあり、震

災による影響が全くなくなったとはいまだ言い切れない状況のようである。 

上述した懸念を抱いている一部の消費者に対して、小売店などでは、まずその安全性に

ついて積極的にアピールは行っている模様である。だが、それでも消費者が不安を示す場

合は、仕方なく競合する他国産の品目を販売しているようであった。 

また、日本酒及び加工食品の輸入業者のなかには、東北産や東日本産のものを扱わない

（或いは扱うのを逡巡する）傾向があるのも事実のようである。他方、ある日本酒輸入業

者へのインタビューによると、以前売れ行きが一番よかった福島産の日本酒をまたぜひ扱

いたいとの意向を示されており、業者によって考え方のずれがあるように見受けられた。 

(2) 香港 

震災後、一部の小売店では、日本からの輸入品については、日本国内の具体的な産地（都

道府県）を明示し、更に、店頭に地図を掲示して福島との位置関係を示すなどの対応を行

った。放射能汚染を気にする消費者に対しては、日本からの輸出には放射能検査の証明書
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が必要とされており、また、香港政府も検査を行っていることを説明し、理解を求めた。

一時風評被害が深刻だった飲食業については、香港の日本料理店や業界団体、香港日本人

商工会議所等が共同でキャンペーンを行い、日本食の安全性のアピールを行った。 

(3) 韓国 

複数の現地小売業者によると、震災発生直後は、現地の小売店頭では日本産食品に関す

るキャンペーン等は実施されず、他国産の食品に棚を置き換えられたとのことである。そ

の後、地震前の 80%程度まで日本産食品の需要は復活してきたが、20%程度は棚を失った

事例も存在するとのことである。顧客が特別に商品を求めてくれなければ、棚を戻すこと

は難しいうえに、放射能の問題もあり、百貨店のバイヤーが新商品を扱わなくなっている

ことや、日本から輸出することを取りやめているメーカーもあるため取扱量は震災前と比

較して減少している。なお、大手小売店は日本産の水産物は放射性物質の汚染が懸念され

ることから、2012 年 1 月末時点でも取り扱っていない。 

6.1.3. 日本産農林水産物等の需要減少の原因究明 

(1) 台湾 

日本産食品の輸出量を前年度以前と比べた場合、りんごをはじめ複数の品目において落

ち込みが見られるのは事実である。複数の輸入業者へのヒアリング結果によると、これら

は主に産地高（青果物の場合）及び円高の影響によるものであるとのことである。 

だが、いずれにせよ、2011 年以降の売れ行き低迷に対する価格上昇と風評被害の寄与度

を厳密に論じるのは、将来的に価格が以前の水準に戻った際に、売れ行きも以前と同じ水

準に戻るかどうかを確かめるまで、難しかろう。 

(2) 香港 

粉ミルクや果物など、一部の品目は、主要産地や製造地が輸入停止措置に該当し、輸入

が停まったため、輸入量が減少した。輸入停止措置に該当しない産地、製造地のものでも、

関東の港を利用して出荷していたものについては、震災直後は物流の混乱により、輸入量

が減少した。生鮮品については風評の影響が大きかった。また、品質等で他国産のものと

大きな差がないものについては、小売の「棚」を一旦奪われ、その後の回復が難しい状況

が続いている。風評被害が落ち着きはじめても、円高の影響で価格が更に上がり、回復の

障害となった。 

(3) 韓国 

日本産食品は「安全・安心」を含めた品質で他国産と差別化を図っていたが、福島原発

の事故を受け、「安全・安心」の評価が崩れたことが需要減少の大きな要因と考えられる。

特に韓国では、水産品の放射能汚染が懸念されており、水産品での被害が も大きかった
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と考えられる。一方で、放射性物質が検出されず、そもそも飲酒という一程の健康リスク

を伴う日本酒では震災をうけて需要が激減することはなかったと考えられる。 

震災発生直後の需要の落ち込みについては、消費者による購入忌避だけでなく、現地政

府による輸入禁止措置や取扱業者による取扱中止を受けた供給不足に起因するものもある

と考えられる。なお、検査強化に伴う輸送期間の長期化から、鮮魚などは品質が著しく低

下するため、商品自体の競争力が低下し、現在も消費量が回復していない可能性がある。 

 

6.2. 日本側で講じるべき措置の検討 

6.2.1. 即時的に講じるべき措置 

(1) 台湾 

日本から台湾への農産物及び食品輸出の商流上にいるいずれの業者も指摘していたこと

として、原発事故に関する情報発信は逆効果である、ということがある。 

すなわち、特に台湾の場合、前述のように日本産農産物・食品の安全性に対する信頼は

強い。また、消費者アンケートによると、日本側よりも台湾側の情報源を信頼するという

結果が出ているものの、それでも日本の検疫や放射線検査について一定の信頼は得られて

いるようである。そのため、原発事故に係るアピールを目にすると、忘れていた消費者に

事故のことを思い出させたり、或いは何か安全性に問題があるのではないかと逆に懸念を

生じさせたりする危険性があるとのことであった。 

(2) 香港 

放射能に対する不安は一部でまだ残っており、これに応えるためには日本政府として証

明書の発行や安全宣言などを行い、安全性を示すべきとの意見が複数あった。また、放射

能検査の費用の補助の必要性も挙げられた。 

香港では現地のメディアの影響が強く、同時に、香港メディアはセンセーショナルな報

道を好むため、放射能汚染のニュースは大げさに報道される傾向がある。このため、メデ

ィア関係者を日本に招待し、農林水産品等の産地や製造・加工現場の実態をみてもらえば、

風評被害につながるような報道は減るのではないかという意見もあった。 

(3) 韓国 

検査のために時間を要するようになっていることから、特に鮮魚の鮮度低下による品質

低下の影響が大きい。通関日数を短縮するための措置が講じられる必要がある。 

加工食品などでは現地小売業者・卸売業者が日本産食品に接する機会の強化（FOODEX

等）を求める声が強く存在した。日本産食品を販売したい日本の生産業者と韓国業者のマ

ッチングを行うための機会を増加させることが望まれる。 
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6.2.2. 中・長期的に講じるべき措置 

(1) 台湾 

上述した内容を踏まえると、有効な情報発信としてまず考えられるのは、日本産品全般

の高い品質を継続的にアピールすることであろう。 

加えて、特に果物については、輸入業者及び小売業者より、新しい品種・品目があれば

ぜひ紹介してほしいとの意見が寄せられている。こういった情報を輸入業者・卸売業者・

小売業者らに対して積極的に発信することも、有効であると考えられる。 

(2) 香港 

粉ミルクなど、代替品に既に市場をとられてしまった品目を除き、他の品目のほとんど

は、日本ブランドと合わせて特徴的な品質により支持されてきたため、新たな不安材料が

発生しない限り、放射能に対する不安は時間の経過とともに薄れ、風評被害も落ち着いて

くるものと考えられる。その後、シェアを取り戻し、更なる拡大を狙うためには、果物に

ついては特に、香港市場を意識した製品開発が必要となってくるだろう。輸出にかかるコ

ストで価格に差がついてしまうため、それでも日本産が選ばれるためには、香港の消費者

の好みと用途に合わせたサイズや色、包装形態も含む広い意味での「品質」を意識するこ

とが重要である。香港市場を日本国内の市場の延長として考えたままでは今後の拡大は難

しいだろう。 

特徴的な品目として、水産調整品については、香港を経由して中国本土に多く再輸出さ

れている実態を踏まえると、マーケティング活動は香港市場だけでなく、中国本土の市場

も同時に意識して行う必要がある。 

全品目に共通して、風評被害が落ち着いても、円高の影響でシェアを取り戻すのが難し

いという状況も起きており、何らかの対策を検討する必要がある。 

(3) 韓国 

ウォン安・円高により市場価格の上昇・利益率の低下が発生しているため、従来から日

本産を取り扱っていた業者の経営が悪化している。そのため、円高対策が中長期的に行わ

れる必要がある。 

韓国は EU（2011 年 7 月 1 日発効）・米国（2012 年 3 月 15 日発効予定）と積極的な貿

易外交を行なっている。日本はこれらの取り組みから取り残された状態となっており、今

後、韓国との貿易外交について検討するべきである。 
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7. 情報発信 

7.1. 情報発信のターゲット及びターゲット別の発信手法の明確化 

7.1.1. 対象国・地域の選定と選定にあたっての考え方 

今回の調査対象の中でも輸出量の多い、台湾と香港を対象とした。 

7.1.2. 情報発信内容の検討 

台湾と香港ともに、風評被害は沈静化に向かっていたことから原発事故に関する食品の

安全性等に関する情報発信ではなく、日本産品全般の高品質さ等をアピールする情報発信

とした。その際に、国内の特定の産地にはこだわらず、オールジャパンとしての発信とし

た。 

7.1.3. 情報発信手法の検討 

BtoB 向けの情報発信として、通年の業務で日常的に利用（参照）される機会の高い、カ

レンダーを配布することとした。 

 

7.2. 情報発信の結果 

7.2.1. 情報発信内容 

カレンダーは、4 枚綴りとして、以下の写真を配置した。 

1～３月 いちご・みかん 

４～６月 水産物、米、日本酒等 

７～９月 もも・ぶどう 

１０～１２月 りんご・なし 

なお、それぞれの暦に合わせた、台湾版と香港版を各 1000 部作成した。 

7.2.2. 実施時期、実施方法 

台湾においては、商流調査先や情報ミッション団実施の際などに配布した。特に台湾ミ

ッション団では、通常なかなかアプローチが難しい、市場内で日本産品を扱う関係者や街

頭の果物専門店の担当者などにも直接カレンダーを手渡した。日本産品全般の写真で構成

されたカレンダーは好評で、今後も定期的にカレンダーのようなビジネスの場面で利用で

きる素材の提供が有効であると考えられる。例えば、商品の一部に梱包するなどして、末

端の小売店まで幅広く行きわたる方法等も検討する価値があると考えられる。 
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香港においては、農林水産省主催の食品見本市「日本食品展 in HongKong」（開催期：

2012/03/02～2012/03/04、会場：Hong Kong Convention & Exhibition Centre、来場者 3

日間総数 1 万 7981 人、出展社数 41 社、来場バイヤー数のべ 174 社、来場メディア 24 媒

体）において、来場したバイヤーおよびメディアにカレンダーを配布した。バイヤーに対

しては、出展者の商談ツールとして活用することができたため、バイヤーのみならず出展

者からも好評を得た。同様の試みは今後も有効であると考えられる。 

 




