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要約 

2011年3月11日に発生した東日本大震災は、岩手、宮城、福島の3県を中心に住民に多くの損害

を与えた。特に福島県では2011年の大震災・原発事故後、マスコミの過大な報道により、必要以上

に住民の不安が増し、通常の人口移動（通勤通学、転勤、結婚、定年退職など）のほかに、避難によ

る人口移動があった。しかし、原発事故の6カ月後、つまり、住民がやや平静さを取り戻した2011年9

月以降においては、この避難による人口移動には風評の影響によるものが多いと言われている。 

大震災・原発事故後は県内の各地で環境、食品への影響、観光地の客の減少などの問題が目立

った。これは明らかに風評被害と考えることができる。 

本稿は“漠然とした概念である風評の大きさについて、人口移動データを用いて数値化しようとす

るもの”であり、福島県の選ばれた10市について、風評による人口移動数の推計、実際の移動数のう

ち風評による移動数が占める割合の推計、および風評被害の総合的な指標作成などを試みた。 

 

キーワード：風評による移動数の推計、風評被害の指標、季節性Holt-Winters法 

 

 

はじめに 

2011年3月11日に発生した東日本大震災は、岩手、宮城、福島の3県を中心に住民に多くの損害

を与えた。特に福島県では2011年の大震災・原発事故後、繰り返されるテレビ、新聞、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、通常の人口移動（通勤通学、転勤、結婚、定年退職

など）のほかに、避難による人口移動があった。しかし、原発事故の6カ月後、つまり、住民がやや平

静さを取り戻した2011年9月以降においては、この避難による人口移動には風評の影響によるものが

多いと言われている。この人口移動に伴い、住民の経済的負担はかなり大きなものであったと思われ

る。大震災・原発事故後は県内の各地で環境、食品への影響、観光地の客の減少などの問題が目

立った。これは明らかに風評被害（harmful rumor）と考えることができる。 

まず、風評被害に関する総合的指標作成の必要性について、最近の先行諸研究の説明を紹介

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

地の風評被害について論じ、災害発生がおきたとき、これによる被害からの復興を促進し、風評被害

など副次的経済被害を抑制するためには地域性、即時性を持つ被害状況を表す時間的、かつ地理

情報上の総合的指標が必要であることについて述べ、これを日本オペレーションズ・リサーチ学会で

発表している。河井啓希研究会（2011）は「風評被害の実態の定量的分析」としてここでも風評被害

の指数の必要性を述べた。ここでは広く各産品（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）の需要量の変化に注目し、風評被害度の総合的指数を作り、さらに、ある政策提言を行っ

た。 

我々はさきに2011年9月以降の福島県の各市の人口移動が風評被害がなかったと仮定した場合

の推定値すなわち「平常の人口移動」と比べ、どのような差異があったかを調べるために、各市の風

評による移動の状況が比較できる総合的な指標作成の可能性について述べた（南條・吉永 2014）。

本稿では“漠然とした概念である風評の大きさについて、人口移動データを用いて数値化しようとす

るもの”であり、福島県の選ばれた10市について、原発事故の6カ月後（やや平静さを取り戻した時
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期）の上記の観察期間で、人口の転出数、転入数および人口総移動数（転出、転入の合計）につい

て、風評による人口移動数（転出、転入）の推計と風評被害の指標作成を試みた。この結果は人口

移動の一般的な動きを記述するためのものではなく、各市の間で、風評による移動数はどのように異

なるか、さらに、これを風評被害の指標でいえばどうかなどについて述べる。一般にこの観察期間の

設定は易しくない。 

さらに、つぎの事項は重要である。第1は、上記の地図で、震災後、各市の人口移動の風評被害

では福島第1原発がある高放射線量地区からの距離が大いに関係しているし、「高放射線量地区の

双葉町から比較的高放射線量を示す飯館村に至る太い帯状の地帯、および中放射線量地区の伊

達市から郡山市に至る太い帯状の地帯（仮に略して、それぞれ高線量帯および中線量帯と呼ぶ）」

の近隣でも影響が表れている。これらの線量は2012年、2013年には大幅に減少していることに注目

されたい。第2は、福島県には3つの大きな地区として、中通り、浜通り、および会津があり、地形的な

違いだけでなく経済的、文化的な相違も見られる。第3は、原発事故後の2011年9月以降の観察期

間における、各市の、一般の人口移動の観察では、各市間の移動なども問題になるが、これらがど

の程度風評に関係するかの判断が難しく、本稿では議論しない。 

 

 

資料および方法 

1．観察する地区（市）の選択 

福島県には、つぎの13市がある。（付録、福島県の地図参照） 

福島市、二本松市、伊達市、本宮市 （以上県北地域）； 

郡山市、須賀川市 、田村市 （以上県中地域）；白河市（県南地域） 、 

会津若松市、喜多方市（以上会津地域）；相馬市、南相馬市（以上相双地域）、 

いわき市（いわき地域） 

これら13市のうち、福島原発事故に関して原子力安全・保安院などから「特定避難区域や特定避難

勧奨地点、計画的避難区域」などの指定を受けたことのある3市、田村市、南相馬市、伊達市を除外

した。この3市は双葉町(高線量）から飯館村（比較的高線量）に至る帯状の地帯、またはこれに近接

した場所にある。（詳しくは福島県放射能測定マップ参照、http://fukushima-radioactivity.jp/） 

 

2．資料 

取り扱う資料は福島県公式ホームページから2005年1月～2013年6月における月別福島県の推計

人口（福島県現住人口調査結果）を入手した。http://wwwcms.pref.fukushima.jp/ 

 

3．風評移動指標 

我々は2011年9月以降の上記の観察期間のデータを用い、風評被害指標の作成に必要な風評

による移動期待数を求めるのに、次の仮定を用いた。 

仮定1. 「風評被害がなかったと仮定した場合の推定値」、または「移動期待数（F）」として季節的

Holt-Winters法による予測値を採用 

仮定2. 「風評による人口移動の大きさ」または「風評による移動期待数（E）」は実際の移動数（T)と移

動期待数（F）との差とする。（E=T-F） 
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風評移動指標として次の2種類を考えた。 

指標Aとして、「実際の全移動のうち、何％が風評移動によるものか」をみるために、移動実数に対す

る風評移動期待数の割合、すなわち 

指標A（%）＝（移動の実数と期待数の差（T-F））/ 移動実数（T）×100 

Index A（%） = （T – F） / T×100 

: percentage of migrants caused by harmful rumor for T 

指標Bとして、地域（または10市）間での比較には、基準化された形式の 

基本指標（%）=（T-F）/F×100 

basic index（%）=（T-F）/F×100 

: percentage of migrants caused by harmful rumor for F 

This index is normalized, and used for comparison between two cities A and B. 

 

4．風評移動数の推計 

風評被害がなかったと仮定した場合の推定値の求め方 

「もし『風評』被害がなかったら実現していたはずの数値」を推定し、これと実現した場合の数値と

の差を調べたい。そのため色々の工夫がなされている。河井啓希研究会（2011）では各消費品目に

ついて回帰分析を用い需要関数推定を行った。また吉野（2012）も農産物に注目して、最小2乗法と

MCMC（Markov Chain Monte Carlo）という手法で風評被害指標の作成を試みた。 

我々は次の方法を検討した。ここでは公表データが使用できるが、人口移動のデータは年次によ

っては変動が大きい場合も少なくない。それぞれに適した手法を用いる必要がある。たとえば、次の

方法が利用できる。回帰曲線（1次,2次, , , ,）やspline近似曲線をあてはめ、それを延長する。または

季節的arimaモデル（sarimaモデル）や季節的Holt-Winters法による予測法を用いるなどである。 

本稿では検討の結果、季節的Holt-Winters法を用いて、3年間の予測を行うことにした。この方法

は、出来るだけ最近の年（月別）のデーダに重点を置いたものであり、短期間では信頼性の高い月

別の推計結果が得られたと思われる。信頼区間も示されている。計算にはSAS/ETS Version9.3 

FORECAST プロシジャを使用した。 

 

 

結果および考察 

まず10市について、説明のための参考資料を示す。 

市の人口規模による分類 

4大規模の市：いわき市、郡山市、福島市、会津若松市、 

2中規模の市：須賀川市、白河市 

4小規模の市：二本松市、喜多方市、相馬市、本宮市 

原発関係の分類 

（原発に近い市）：いわき市、相馬市 

（中線量帯にある市）：福島市、二本松市 

（原発から遠い市）：会津若松市、喜多方市 

福島第一原発事故後の放射性物質の拡散については、原発に近い地域ほど、放射性物質の浮

遊、降下が多かったが、その濃度は同心円状ではなく、風向きの変化が大きく関係し短時間に特定
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の方向に飛んだことを示している。これはその後の多くの公表された拡散図で確かめることができる

（付表A：福島県放射能測定マップ）。したがって、現在でも、風評による人口移動の各市への影響を

詳細に論じることは難しい。 

表1. 移動実数(T),移動期待数(F),風評による移動期待数(E), 

指標 A( E/T)および基本指標(E/F),（総移動数） 

市 移動実数（T） 移動期待数（F） 風評移動期待数（E） 指標 A=E/T(％) 基本指標=E/F(％)

福島市 37342 34162 3180 8.5 9.3
二本松市 5312 5185 127 2.4 2.4
本宮市 3518 3509 9 0.3 0.3
郡山市 43426 36920 6506 15.0 17.6

須賀川市 8391 8097 294 3.5 3.6
白河市 8363 6858 1505 18.0 21.9

会津若松市 15210 13960 1250 8.2 9.0
喜多方市 4722 4443 279 5.9 6.3
相馬市 4621 3706 915 19.8 24.7

いわき市 28750 25502 3248 11.3 12.7

計 159655 142343 17312  
 

表2. 移動実数(T),移動期待数(F),風評による移動期待数(E), 

指標 A( E/T)および基本指標(E/F),（転出数） 

市 移動実数（T） 移動期待数（F） 風評移動期待数（E） 指標 A=E/T(％) 基本指標=E/F(％)

福島市 20372 18450 1922 9.4 10.4
二本松市 3147 2612 535 17.0 20.5
本宮市 1937 1751 186 9.6 10.6
郡山市 24152 17977 6175 25.6 34.3

須賀川市 4483 4400 83 1.8 1.9
白河市 4651 3558 1093 23.5 30.7

会津若松市 7947 8064 -117 -1.5 -1.4
喜多方市 2555 2246 309 12.1 13.7
相馬市 2619 1692 927 35.4 54.7

いわき市 16012 13407 2605 16.3 19.4

計 87875 74157 13718  

 

表3. 移動実数(T),移動期待数(F),風評による移動期待数(E), 

指標 A( E/T)および基本指標(E/F),（転入数） 

市 移動実数（T） 移動期待数（F） 風評移動期待数（E） 指標 A=E/T(％) 基本指標=E/F(％)

福島市 16970 15713 1257 7.4 8.0
二本松市 2165 2574 -409 -18.9 -15.9
本宮市 1581 1758 -177 -11.2 -10.1
郡山市 19274 18943 331 1.7 1.7

須賀川市 3908 3697 211 5.4 5.7
白河市 3712 3300 412 11.1 12.5

会津若松市 7263 5896 1367 18.8 23.2
喜多方市 2167 2197 -30 -1.4 -1.4
相馬市 2002 2014 -12 -0.6 -0.6

いわき市 12738 12094 644 5.1 5.3

計 71780 68186 3594  

 

表1、2、3は2011年9月～2013年6月における各市の男女合計の人口移動のうち、それぞれ、総移

動（転出＋転入）、転出、転入に対するものである。各表とも、移動実数（T）、人口移動期待数（F）、

風評による人口移動の期待数（E）を示し、E=T-Fである。さらに、「実際の移動のうち、何％が風評に
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よる移動なのか」を示す指標A（=E/T（%））、および基準化された基本指標（=E/F）であり、10市間の

比較を行う。 

表1は転出と転入を合計した総移動に対するもので、10市のなかで、2011年9月以降の観察期間

で、実際の人口移動Tの大きさの順位は、1位郡山市43626、2位福島市37342、3位いわき市28750、

4位会津若松市15210、5位須賀川市8391、6位白河市8363、7位二本松市5312、8位喜多方市4722、

9位相馬市4621、10位本宮市3518である。1～4位は、観察期間における移動現象のなかで特に主

な役割を果たした市である。また風評移動期待数Eの大きさでいえば、その順位は、1位郡山市6506、

2位いわき市3248、3位福島市3180、4位白河市1505、5位会津若松市1250、6位相馬市915、7位須

賀川市294、8位喜多方市279、9位二本松市127、10位本宮市9である。ここで、TとEの順位は必ずし

も類似しているわけではなく、特に、相馬市、須賀川市の順位は著しく異なる。指標A（=E/T）は「実

際の移動のうち、何％が風評移動によるものか」を示すもので、当然ながら、Eの順位とは異なる。1

位は相馬市19.8（%）であり、2位白河市18、3位郡山市15、4位いわき市11.3、5位福島市8.5が続く。

基本指標（=E/F）では人口移動の期待数Fが分母になるため、Eの順位とは若干異なる。1位相馬市

24.7、2位白河市21.9、が上位を占め、引き続いて、3位郡山市17.6、4位いわき市12.7、5位福島市

9.3、6位会津若松市9、7位喜多方市6.3、8位須賀川市3.6、9位二本松2.4、10位本宮市0.3、となる。

指標Aと基本指標では数値は異なるが、その順位は同一であることに注意されたい。相馬市および

大都市であるいわき市が上位にあるのはともに県の浜通りにあり、原発事故による直接的な影響を

受けたためであろう。郡山市は福島県中通りのほぼ中央に位置する主要都市であり、いわき市に次

ぐ人口を持ち、交通の便が極めてよく、このため、原発事故後でもT、E、の値はともに1位であり、E/T、

E/Fはいずれも3位で大きかった。避難勧告も出ていない地区なので自主避難は特に多いとは言え

ない。 

以下ではより詳細な観察のため、転出、転入に分けて論ずる。 

表2（人口の転出）では、風評による人口移動の大きさEは、郡山市が6175であり、いわき市2605、

福島市1922、白河市1093、相馬市927がこれに続く。一方、会津若松市の風評移動数Eは-117で唯

一負の値を示す。風評にも関わらず、転出が差し控えられたと考えられる。言い換えれば福島県の

中でも西に位置し原発事故の影響が小さく、また、他地域から避難の受け入れを行った市である。

基本指標では相馬市が最も大きく54.7、次いで郡山市34.3、白河市30.7、二本松20.5、いわき市19.4

などが予測を大きく上回っている。 

表3（人口の転入）では、風評による人口移動の大きさEは、会津若松市1367が最も大きく、福島市

1257、いわき市644,白河市412、郡山市331が続く。一方、風評移動数Eで負の値を示すのは二本松

市-409、本宮市-177、喜多方市-30、相馬市-12である。転入実数が転入予測値より少なかったので

ある。基本指標では会津若松市23.2、白河市12.5、福島市8、須賀川市5.7、いわき市5.3が最も大き

い。6位以下は郡山市1.7、相馬市-0.6、喜多方市-1.4、本宮市-10.1、二本松市-15.9である。会津若

松市および白河市が大きいのはともに市の移動の規模を考慮しても、受け入れが大きかったと思わ

れる。風評移動数が負の市では、指標Aも基本指標もすべて負になる。 

最後に、実転入/実転出＝比を表2,3でみると全体が分かりやすい。10市の合計ではこの比は

0.817で1より小で、全体的には転入は転出より小である。しかし、市別のこの比では、1位会津若松市

0.914、2位須賀川市0.872、3位喜多方市0.848、4位福島市0.833、5位本宮市0.816、6位郡山市

0.798、7位白河市0.798、8位いわき市0.796、9位相馬市0.764、10位二本松市0.688の順である。この
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順に10市のうちでは、転出者に比べ、避難者の受け入れが大きいことを示す。会津若松市、喜多方

市はともに会津地区の代表的な市である。さらに、この比が小さな、いわき市0.796、相馬市0.764、二

本松市0.688は観察期間では転出と比べ、転入が比較的少ないことを意味する。いわき市、相馬市

は特徴的である。 

 

 

おわりに 

本稿では原発事故の6カ月後、つまりやや平静さを取り戻した2011年9月以降、2013年6月までの

期間における、人口の転出、転入および総移動数を用い、推計された風評移動数と風評被害指標

などを紹介した。風評による移動について不明確な論述はなすべきではないが、今後、10市につい

て、4期（3か月）や2期（6か月）別の風評移動期待数や基本指標の時系列的な観察（必要ならば性

別）は有意義であると思われる。 

さらに、今後の問題点について述べる。 

1. 本稿で各市の平常の移動数（震災前のデータを基にした予測移動数）を得るための季節的

Holt-Wintersを採用した。もし他の方法が用いられれば当然異なる風評移動期待数数や基本

指標の値がえられる。 

2. 一般に風評や風評被害は、一般に終息に向かっているが、その終息時期は不明である。その

状況は観察対象（ここでは人口移動）によって異なる。もし風評移動が終息に向かう状況を基

本指標を用いて、数年後まで観察するとすれば、たとえば1年ごとの小観察期間をつくり、その

各で、本稿の方法で、推計された風評移動期待数や基本指標を作る。この時平常の移動数の

推計が必要になるが、ここで用いた季節的Holt-Winters法は、長期の予測には不向きであると

の理由で、使用できない可能性がある。このとき、代わりに季節的arimaモデルや他のモデル

の使用が考えられる。 

以上のように、各市における風評による移動期待数や風評被害指標の時間的変化を考察すること

が可能になる。今後のこの議論の発展を期待したい。震災後6か月後の2011年9月以降の人口移動

には風評の影響が多いといわれている。しかし、各市で、どの時点以降から、どの時点までの人口移

動が風評によるという確証はない。福島県内の10市の住民に実際の移動時期について、質問し、か

つ、このたびの人口移動が風評によるものかどうかを問うアンケート調査を行う方法はある。しかし、こ

れには多くの労力と日数が必要となる。今後の成果を待ちたい。 

（2013年12月受付）（2014年2月採用） 
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付録 
（1）福島県の地図 

地図上の塗り分けの濃淡は風評移動の基本指標＝（T-F）/F=E/Fを階層で表したものである。白地に

細線で市町村の区分けをしている。 

 
（注） 「MANDARA」を使って、指標を含めた地図を作成 

塗り分けの濃淡は13市にのみ施しているが、双葉町（石熊）、飯館町には施してない。 

 

（2）付表A：福島県放射能測定マップ 

福島県放射能測定マップ（http://fukushima-radioactivity.jp/）から得た空間線量率である。（単位：

μSv/h） 

原発事故後、約半年後の4時点；2011年10月、2012年5月、2012年10月、2013年5月における13市

の放射線量の5段階表示（～0.25、～0.5、～1.0、～2.0、2.0～） 

付表A. 福島県各市における放射線量

年月 2011.10 2012.5 2012.10 2013.5
河北新報
2013.11.9
現在の数値

福島市 ～1.0 ～1.0 ～0.5 ～0.5 0.31
二本松市 ～1.0 ～1.0 ～1.0 ～0.5 0.32
伊達市 ～1.0 ～1.0 ～0.5 ～0.5 0.29
本宮市 ～1.0 ～0.5 ～0.5 ～0.5 ―
郡山市 ～2.0 ～1.0 ～0.5 ～0.5 0.16

須賀川市 ～0.25 ～0.25 ～0.25 ～0.25 ―
田村市 ～0.25 ～0.25 ～0.25 ～0.25 0.1
白河市 ～0.5 ～0.5 ～0.5 ～0.5 0.12

会津若松市 ～0.25 ～0.25 ～0.25 ～0.25 0.07
喜多方市 ～0.25 ～0.25 ～0.25 ～0.25 ―
相馬市 ～0.5 ～0.5 ～0.5 ～0.25 0.22

南相馬市 ～2.0 ～1.0 ～0.5 ～0.5 0.14
いわき市 ～0.25 ～0.25 ～0.25 ～0.25 0.08

1時間あたりのマイクロシーベルト、原子力規制庁  
(参考）放射線量が大きい地域として、双葉町(石熊)（7.63）、および飯館村（0.66）の放射

線量を追記した。（河北新報による。） 
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（3）付表Aと以下の参考資料を比較してみよう 

時期は少し違うが、会津若松市、喜多方市、須賀川市、田村市、相馬市、いわき市などの数値は

低い。これらと、健康の問題がないと云われている世界の主要都市の高放射線量を示す都市との比

較は極めて興味あることである。 

 

（3a）参考資料（東北大学 流体科学研究所より）によると 

http://www.ifs.tohoku.ac.jp/edge/radiation/Amount%20of%20radiation%20around%20the%20world%

20july%2011,2011%20JP.pdf  

 今現在、ニューヨークやロンドン、ローマ（いずれも0.25μSv/h）にいるより田村市にいたほうが、放射

線量低いといわれている。（2011年10月2日現在）また今現在の東京の放射線レベル、確かに空間

被ばく線量だけで計算すると世界平均よりも低い。地球で生活している限り、私たちは宇宙線や天然

放射性核種からの放射線など自然放射線により、内部被ばくおよび外部被ばくを受けている。被ば

くの程度は、大地、構築物や食物中・空気中などの放射性核種濃度等、多くのパラメータに依存し、

地域的、時間的変動がある。（このウェブサイトから、さらに詳しい資料やコメントが得られる） 

 

（3b）最新の参考資料 

つぎは世界中の放射線データを公表しているWebsite“Safecast”による、最新の高放射線量を示

す都市です。 

中国、ホンコン、0.23；ドイツ、ミュンヘン、0.56；オランダ、ロッテルダム、0.33 

Safecast、http://blog.safecast.org/ja/ 


