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要約 

2011 年 3 月 11 日の東日本大震災後の被災の大きかった岩手県、宮城減および福島県における

人口動態数（出生、死亡、死産、婚姻、離婚）および移動数の月次推移（2011 年 3 月以後 2 年間）を

観察し震災前と比較した。 

出生では震災からほぼ 10 か月後の 2011 年 11, 12 月の岩手県の女性および宮城県と福島県の男女に

おいてその数の減少が見られ、男女比（男性/女性）については予測より小さい月が多いようだ。死亡につ

いては震災月は言うまでもなく突出して多く、その後についても死亡数の多い状態が継続していた。死産

数では宮城県に震災後に多い月があり、これが出生の男女比の減少に関与したかもしれない。婚姻数は

震災直後では宮城県と福島県で減少があったが宮城県では遅れて 8, 11 月に増加していた。離婚数は 3

県共に予測を下回っており、「絆」の再認識を感じさせた。 

純移動数は、岩手県ではそれほど大きな変動はない、宮城県は 3, 4 月に大きな転出増加が見られた

がその後は特に男子で転入超過になった（山梨県からの企業の移転があり、これの影響が大きい）。福島

県では放射能汚染の影響が大きく、転出超過が継続していた。性比については、転入では男性の割合

が大きく、転出では逆に女性の割合が大きかった。 

また、福島県の震災後の人口移動は風評に無関係ではなく、風評による自主避難者が多く含ま

れている。この数の推計について１つの提案をした。 

 

キーワード：東日本大震災、人口動態数、人口移動数、季節的 Holt-Winters 法、人口移動と風評 

 

 

はじめに 

2011 年 3 月 11 日、宮城県牡鹿半島の東南東沖 130km の海底を震源とするマグニチュード 9.0、

日本周辺における観測史上最大の東北地方太平洋沖地震が発生し、これにより大津波や火災、さ

らには、福島第一原子力発電所では電源が喪失し、放射能漏れの大事故を誘発した。この災害によ

り生活環境に大きな影響が生じ、その後の復興（樋口他 2012）も踏まえて、それらが人口動態にどう

現れるかを観察する。 

日本大学人口研究所の震災に関する研究では、震災直後データが十分でない初期でも利用で

きるように、震災以前のある期間のデータを基に将来の予測値を「東北 3 県の死因別死亡の動向」

（日本大学人口研究所 2012）として作っておくという方法を用いた。 

我々はこの考えで、すでに 2 つの報告論文を書いた（南條・吉永 2014；南條・吉永 2014）。前者は

主要死因別の拡張された年齢調整死亡率と生命表死亡確率の年次推移と予測に関するもの、後者

は 4 期別の主要死因別死亡数の震災前後の比較観察である。これに続くものとして、本稿では観察

する人口動態統計として月別の出生、全死因死亡、死産、婚姻、離婚および移動数の 6 変量につい

て震災前の資料を基に時系列法により将来予測値を求め、これと震災後の実値とを比較した総括的

な報告をする。 

 

資料および手法 

資料は人口移動および人口動態統計を用いる。人口移動データは総務省の住民基本台帳人口

移動報告から 2000～2012 年の月次報告であり、この中から都道府県別移動を観察する。人口動態
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統計は厚生労働省の人口動態調査から都道府県別、性別出生数、性別全死因死亡数、死産数、

婚姻数および離婚数について 2000～2011 年の確定月次報告を観察する。いずれも政府統計総合

窓口（e-stat）からダウンロードした。 

推計は 2000 年 1 月～2010 年 12 月の月次数値を基に 2013 年 12 月までの予測を行い、これと

震災後の実値とを比較する。また、出生、死亡および移動については男女差（性比）についても同様

に観察する。 

計算は統計ソフト R version 2.15.3 のライブラリーstats および forecast における季節的 Holt-Winters

法の加法モデル（Hyndman and Athanasopoulos 2012; Brockwell and Davis 2000）を使用した。 

 

結果および考察 

1．人口動態数（出生、死亡、死産、婚姻、離婚）と人口移動数 

震災による被害の大きかった岩手県、宮城県、福島県の 3 県について、震災の前後で、人口動態

数および純移動数（転入－転出）の予測値と実値との相違を観察する。これらにより、震災がどの変量に

大きな影響を与えたか、またどの変量には大きな変化がなかったかについて観察した。 

1.1 出生数の実値と予測値との比較 

図１は 3 県、男女別の出生数に対する実値と予測値である。ここで、凡例 Hi95-Lo95 は予測の

95%信頼区間、Hi70-Lo70 は 70％信頼区間、Forecast は予測値、Actual は実値を示す。また、横軸

で震災月である 2011/03 に縦の破線を表示している。以下の図についても同様である。 

図１．出生数の実値と予測値 

 

 

震災後の実値と予測値について観察すると、岩手県の男子では実値がやや小さめながらもその

差は大きくない。その他では震災からほぼ 10 か月後の 11, 12 月の実値が予測値よりかなり小さくなっ
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ている。特に宮城県の男子は震災以後継続して小さい。震災直度の減少については死産とも併せ

て観察する。 

 

1.2 死亡数の実値と予測値との比較 

図 2 は 3 県、男女別の死亡数に対する実値と予測値である。 

図 2．死亡数の実値と予測値 

 

 

震災後の実値と予測値については、3 県ともに震災月で大きく突出しており、4 月でも岩手県男子

を除いて予測値を上回っている。さらに宮城県男子および福島県女子では 5 月も予測値を上回って

いる。他では特に大きな相違は見られない。詳細な死因別死亡については南條・吉永 2014 で報告

されている。震災後の生活環境の変化や不安が高齢者への負担を大きくし、脳血管疾患、肺炎、老

衰などの高齢者に多い疾患による死亡が増加している。 

 

1.3 死産数の実値と予測値との比較 

図 3 は 3 県別の死産数に対する実値と予測値である。 
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図 3．死産数の実値と予測値 

 

県別では、宮城県の震災後の 4, 5 月に実値が大きくなっている。出生数についても宮城県の男子

が予測を下回っていたので、この死産が影響したのかもしれない。他は特に大きな相違は見られな

い。 

 

1.4 婚姻数の実値と予測値との比較 

図 4 は 3 県別の婚姻数に対する実値と予測値である。 

図 4．婚姻数の実値と予測値 

 

岩手県では特に大きな相違は見られないが、宮城県と福島県では震災月の 3 月で実値が下回っ

ている。逆に宮城県においては 8, 11 月で大きくなっている。 

 

1.5 離婚数の実値と予測値との比較 

図 5 は 3 県別の離婚数に対する実値と予測値である。 
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図 5．離婚数の実値と予測値 

 

3 県ともに多くで予測値を下回っており、震災直後の特に 3, 4 月は 3 県共に、宮城県と福島県は

その後も少ない。 

 

1.6 純移動の実値と予測値との比較 

ここでは純移動（転入－転出）について観察する。図 6 は 3 県、男女別の純移動に対する実値と

予測値である。正は転入超過、負は転出超過となる。 

図 6．純移動の実値と予測値 

 

 

震災前も含めていずれも 3 月に大きな転出超過が見られ、4 月でも岩手県、福島県では転出超過、

逆に宮城県では転入超過である。 

震災後の実値と予測値を比較してみると、まず、岩手県男子では、実値が予測値よりわずかなが

ら小さい状態が続いている。岩手県女子では 4, 5, 6 月に実値が予測値を下回っているが他では上
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回っている。宮城県では男女共に 3, 4, 5 月で大きく下回り、その後、男子は大きく上回っているが、

女子ではその数は小さい。福島県では男女共に 3, 4, 5 月で大きく下回っており、しかし、その後も実

値が予測値を大きく下回った状態が続いている。 

岩手県と宮城県との交流が強く、双方の多数の避難者があったことが考えられる。福島県では放

射能汚染による長期的な生活困難が強いられ、転出が継続していると考えられる。 

 

2．男女差（性比）による相違 

震災の影響が大きかったと思われる 2 変量、出生と死亡について、3 県をさらに詳細に観察するため、

それぞれの性比（男子/女子＊100）について月別に 3 年間の予測を行い、比較した。 

2.1 出生性比の実値と予測値との比較 

図 7 は 3 県、出生性比に対する実値と予測値である。 

図 7．出生性比の実値と予測値 

 

岩手県の 12 月あるいは宮城県の 4 月に局所的に大小の大きな変化が見られ、全体的には予測

値より小さい月が多いようだ。 

前節において宮城県の男子の震災後の出生数の減少および死産数の増加が観察されたが、震

災と男子の死産との間の関連性を伺わせる。 

 

2.2 死亡数性比の実値と予測値との比較 

図 8 は 3 県、死亡数性比に対する実値と予測値である。 

図 8．死亡性比の実値と予測値 
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死亡数の性比は例年ではほぼ男性の方が 10%ほど大きいが、震災後ではそれをやや下回ってい

る。すなわち女性の死亡増が考えられるが、震災後の高齢者の死亡の増大が影響していると思われ

る。 

 

3．福島県の転入、転出の性別および性比の推移 

福島県では第一原発事故による放射能汚染の長期的な影響があり、生活環境およびその復興が他の

2 県とは異なるため、人口移動に対して継続的により大きな影響を与えている。ここでは人口移動につい

て詳細な観察のために、性別、月別の転入数、転出数、および月別の転入数の性比、転出数の性比を

扱う。 

3.1 福島県の転入数の実値と予測値との比較 

図 9 は福島県の転入数に対する実値と予測値である。 

図 9．福島県の転入数の実値と予測値 

 

男女ともに震災直後 2011 年および 2012 年の 3, 4 月の転入が予測を大きく下回っている。2011

年 5, 6 月では逆にやや上回っており、3, 4 月の一時避難からの復帰が含まれていると思われる。 

 

3.2 福島県の転出数の実値と予測値との比較 

図 10 は福島県の転出数に対する実値と予測値である。 

図 10．福島県の転出数の実値と予測値 

 

男性は震災直後から継続して予測を大きく上回っており、女性では 2012 年 5 月まで上回っていた

が、その後は例年並みまで落ち着いたようである。 
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3.3 福島県の転入数性比の実値と予測値との比較 

図 11 は福島県の転入数性比に対する実値と予測値である。 

図 11．福島県の転入数性比の実値と予測値 

 

例年は男性の方が 30～40％ほど多いが、震災後では 3.1 節で示したように女性の転入が減少し、

結果的に転入の男女比が増大している。 

 

3.4 福島県の転出数性比の実値と予測値との比較 

図 12 は福島県の転出数性比に対する実値と予測値である。 

図 12．福島県の転出数性比の実値と予測値 

 

例年では男性の方が 20％ほど多いが、震災後 1 年間ほどは 3.2 節で示したように男女共に増大し

ておりその数はほぼ同数であったがその後再び男性の転出が増加を継続、一方女性は平年並みま

で減少したため 2012 年 6 月頃より性比は大きくなった。 

 

人口動態数についての総括 

1. 出生では震災からほぼ 10 か月後の 2011 年 11, 12 月の岩手県の女性および宮城県と福島県の男女

においてその数の減少が見られる。男女比（男性/女性）については凹凸はあるが予測値より小さい

月が多いようだ。 

2. 死因別死亡については主要死因別死亡数の年次推移（南條・吉永 2014）で報告されているが、2011

年 3 月の死亡数の突出は目に痛いものがあるが、その後についても死亡数の増大が見られる。男女

比（男性/女性）は予測を下回っていた。これは震災後の生活環境が高齢者の多い女性に負担にな

ったものと思われる。 
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3. 死産数では宮城県に震災後に増加した月があった。 

4. 婚姻数は震災直後では宮城県と福島県で減少があったが宮城県では遅れて 8, 11 月に増加してい

た。 

5. 離婚数は 3 県共に予測を下回っており、「絆」の再認識を感じさせる。 

6. 移動数では、岩手県ではそれほど大きな変動はない、宮城県では 3, 4 月に大きな転出増加が見られ

たがその後は特に男子で転入超過になった（山梨県からの企業の移転があり、これの影響が大きい）。

福島県では放射能汚染の影響が大きく、転出超過が継続している。性比については、転入では男性

の割合が大きい。転出では逆に女性の割合が大きかった。 

 

福島県の第一原発事故に関する人口移動と風評について 

福島県では大震災以降、通常の移動要因（通勤通学、転勤、結婚、定年退職など）のほか、原発事故

による避難が多かった。これには風評による間接的な移動も含まれると考えられ、一種の風評被害

（harmful rumor）といえるであろう。しかし、風評と人口移動との関連について明確に論ずることは難しい。 

ここではこれまでの風評被害およびのその指標に関する先行諸研究を紹介する。関谷（2003）によると

「風評被害とは、ある事件・事故・環境汚染・災害が大々的に報道されることによって、本来『安全』とされ

る食品・商品・土地を人々が危険視し、消費や観光をやめることによって引き起こされる経済的被害」のこ

とである。大内他（2008）は、すでに自然災害における近隣観光地の風評被害として、被害度指標につい

て、日本オペレーションズ・リサーチ学会で発表している。福島県における 2011 年の震災・原発事故後、

風評被害については、いくつかの報告がある。慶應義塾大学の 河井啓希研究会（2011）が「風評被害の

実態の定量的分析」として、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、その需要量の変化に注目し風評被害度の指標を考えた。吉野（2012）は野菜などについて

風評被害の指標の作成について、これまでの経験に基づき、ある統計モデルを用いた研究結果を示した。

また、風評被害の興味ある関連文献も多い（Matsuda 2011；関根 2012；阿部 2013）。 

さて風評と人口移動との関連についての議論は容易ではないが、次に移動データによる風評被害の

指標の作成の可能性について、その要点を述べる。 

福島県における 2011 年の震災・原発事故後、繰り返されるテレビ、新聞、web などのマスコミの報道により、

必要以上に住民の不安が増し、また生活環境の悪化により、避難（人口の転出）が多くみられるようにな

った。これによって引き起こされる経済的被害の算出はできないが、極めて多い。しかし、今回のような

大々的な報道が、もし仮に無かったと仮定すれば福島県内で、少なくとも福島市、白河市および会津若

松市の周辺地域における「人口移動」の現象は平常と変わらないものであったであろう。したがって「原発

事故の風評」から「住民の不安や生活環境の悪化」が生じ、その結果として平常と異なる「人口移動」の現

象が生じたと考えてもよいだろう。このようにして風評の結果としての人口移動の数値（公表値）（福島県

現住人口調査月報 平成 25 年版）を用いて風評の大きさを測る方法を作る可能性が生じる。 

そこで、原発による影響がほとんどないと思われる福島県の中通り地区や会津地区の各市における転

入数および転出数の実値と予測値の比較をし、この差の予測値に対する値（%）を作り、それに基づいて

指標を作ることが考えられる。 詳細については稿を改めて論じたい。 

（注）上記の「平常」における人口移動数は予測値に相当する。 
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おわりに 

これまでは、岩手県、宮城県、福島県の 3 県について震災前後の人口動態数や移動数の変化につい

て、その観察結果を述べた。これに関連して、吉永（2012）はこれら3 県に限らず関東や愛知県、大阪府、

福岡県などの地方都市への波及についても論じている。我々は今後、数年間、人口動態数や移動数が

通常の状態に回復していく過程を観察、議論することになると思われる。 

復興庁のホームページには風評被害対策で複数省庁参加の作業チームが設置されていることが述べ

られている（2013年3月）。マスコミ（テレビ、新聞など）は出てきた事実だけいち早く報道し、それだけで済

ませることが多いが、その後もその事態の改善、または悪化の報道のみに限らず、継続して経過報道する

ことが望ましい。風評被害をなくすためにはとにかく早く「正確な情報を伝える」ことが重要と思われる。 

（2013 年 5 月受付）（2014 年 2 月採用） 
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An examination of the annual and monthly changes in the vital statistics and migrations in the 

three prefectures affected by the Great East Japan Earthquake disaster (Iwate, Miyagi and 

Fukushima) using a times-series method, and an outlook on the relationship between 

population migration and harmful rumors 

 

Zenji Nanjo and Kazuhiko Yoshinaga  

 

Summary 

 

In this paper we analyze vital statistics (number of births, deaths, still births, marriages and divorces) 

and the monthly trend in the number of migrations in Iwate, Miyagi and Fukushima prefectures, where 

the impact of the disaster was huge, for the period of two years, beginning in March 2011. (The 

observation period is scheduled to be three years from March 2011 onwards, but at the time of the 

writing the data for 2013 have not yet been released).  

A reduction in the number of births is visible among females in Iwate and males and females in 

Miyagi and Fukushima prefectures around ten months after the disaster, in November and December 

of 2011, with many months in which the male to female ratio (males/females) shows smaller values 

than predicted.  

When it comes to mortality, needless to say, the month in which the disaster occurred has by far the 

largest number of deaths, but the trend of increased mortality continues even after that.  

As for still births, in Miyagi large numbers are recorded in some months after the disaster, which 

may have been a factor contributing to the reduction in the male to female birth ratio. The number of 

marriages falls immediately after the earthquake in Miyagi and Fukushima prefectures, but in Miyagi, 

after a delay, rises again in August and November.  

The number of divorces in all of the three prefectures is below the predicted value, which indicates 

that the bond between the people there was reaffirmed after the disaster.  

In terms of the net number of migrations, Iwate does not show a significant fluctuation, whereas 

Miyagi experiences a large outflow in March and April, which is later overturned by a large influx of, 

especially, male workers (mainly due to the fact that a company was transferred there from Yamanashi 

prefecture). In Fukushima, outmigration continued due to the significant impact of radiation this 

prefecture sustained. In terms of the sex differential, men accounted for a large proportion in the 

population influx, while on the other hand women occupied a larger share in outmigration. 

In our opinion, population movement in Fukushima prefecture after the disaster may be related to 

harmful rumors created by sensationalist media coverage of the nuclear accident, since many residents 

evacuated on their own initiative although no evacuation advisory was issued. We therefore propose a 

comparison of (pre-disaster) predicted values and (post-disaster) actual values of migration in the 

areas of Fukushima prefecture that did not sustain harm due to radiation, and the creation of an index 

that would enable us to estimate the effect of harmful rumors on post-disaster migration. 
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