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要約 

本稿の目的は、私たちの第一の理想状態である「本来賠償されるべき原発事故の風評被

害による減収分が賠償された状態」を達成するために、東京電力の賠償方針の問題点を改

善し適切な賠償方針を提示し東京電力に本来するべき賠償を全うすることを促すことであ

る。 

東日本大震災および福島第一原発事故は、東北地方・関東地方を中心に様々な問題を引

き起こした。その問題の１つに風評被害があげられ、その風評被害の強い影響を受けてい

る産業に観光産業がある。観光産業は、経済的な面から考えて被災各県にとって重要であ

り観光産業の復興は被災地全体の復興につながる。しかし観光産業における風評被害は未

だに深刻であり観光客の減尐が続いている。被災地の観光産業を復興するためには、観光

客が戻ってくることが最善の解決策であるが、私たちは原発事故が終息していない段階で

観光客を呼び戻すことは困難であると判断した。そこで、被災地の観光産業関係者が観光

客の回復と同様に強く望んでいる東京電力による観光産業への賠償について考えていくこ

とにした。また、私たちの理想とする観光産業が復興した状態とは、「本来賠償されるべ

き原発事故の風評被害による減収分が賠償された状態」でありこれを達成するためにも賠

償が重要であると考え、賠償に取り組むことにした。 

東京電力の賠償方針を把握したところ、3 つの問題点が浮き彫りとなった。その問題点

は以下の通りである。 

 

① 賠償対象地域 

② 地震の風評被害による減収分の決定方法 

③ 賠償額の基準となる貢献利益の算出方法 

 

以上の 3 点は、観光産業からも強い批判や不満が噴出しているため、私たちは東京電力

の観光業への賠償方針は、観光産業が被った原発事故による風評被害の減収分を十分に賠

償しているとは言えないと結論づけた。ゆえに、私たちは、「原発事故の風評被害に起因

する観光客の減尐による減収に苦しんでいる観光産業に対して、東京電力はどのような賠

償を実施すべきか」という問題意識を形成し、東京電力の賠償方針の 3 つの問題点を解決

するための方法を分析した。 

 1 つめの問題点を解決するための方法として、私たちは震災以降の実際の観光客の減尐

率と原発事故の放射能の影響を懸念して旅行先としたくない地域を選択してもらった敬遠

率を参考に賠償対象地域を選定し、東北 6 県（青森県・秋田県・岩手県・宮城県・山形

県・福島県）及び関東 4 県（栃木県・群馬県・茨城県・千葉県）の計 10 県を賠償対象地

域とするべきであると判断した。 

 2 つめの問題点を改善する方法として、地震の震度と風評被害の強さ（観光客の減尐

率）には強い相関関係があることを回帰分析により示し、2004 年に発生した中越地震時の

各震度における観光客の減尐率から地震の風評被害による観光客の減尐を推定し、今回の

東日本大震災における地震の風評被害分としてその値を適応することで東京電力の支払う
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べき賠償額を算出した。また、福島県・栃木県・群馬県・茨城県・千葉県の計 5 県には以

下の 3 つの理由により震度による賠償基準が適応できないと判断した。 

 

① 上記の 5 県は地震報道の中心的な地域にならなかったこと 

② 同地域は福島第一原発事故の実被害が生じている地域である 

③ 同地域は農産物の出荷制限がなされた地域である 

 

 以上の 3 つの理由により、この地域に単純に震度による賠償基準を適応することはでき

ないと判断し、別の基準を採用する。 

3 つ目の問題点を解決する方法として、賠償額を算出する基準となる貢献利益を算出す

る方法を東京電力の用いている平均利益率ではなく貢献利益率を用いる。東京電力は賠償

額の基準となる貢献利益を算出する方法は 2 つあるとしている。その 2 つの算出方法は以

下の通りである。 

 

① 詳細な売上データをもとに自ら計算する場合 

② 前年度の売上に平均利益率を掛けて算出する場合 

 

ここで問題になるのが、②前年度の売上に平均利益率を掛けて算出する場合である。な

ぜなら、平均利益率には、本来賠償されるべき原価償却費や労務費といったものが含まれ

ておらず、この平均利益率を用いると原発事故の風評被害により損害を被った観光産業に

とって適切な賠償額とはならないからである。そこで、減価償却費や労務費まで含んでい

るが含まれている貢献利益率により貢献利益を求めることで、現行の賠償よりも適切な賠

償額を算出することができる。 

以上をまとめ、私たちの問題意識に回答する提言は以下の通りである。 

 

＜賠償対象地域＞  

東北 6 県（青森県・秋田県・岩手県・宮城県・山形県・福島県）・関東 4 県（栃木県・

群馬県・茨城県・千葉県）の計 10 県 

 

 ＜地震の風評被害による減収分の特定＞ 

 新潟県中越地時の観光客減尐のデータを参考に今回の地震の風評被害を推定し東京電力

の賠償すべき賠償額を算出する。福島県・栃木県・群馬県・茨城県・千葉県に関しては、

同地域が地震の被害状況に関してのマスメディアの報道中心地域ではないことに着目し

て、中越地震時に地震被害の報道の中心地域とはならなかった震度 4 以下の揺れを観測し

た地域の観光客の減尐データから地震の風評被害分を算出して賠償額を決定する。 

 ＜賠償額の基となる貢献利益の算出方法＞ 

 平均利益率を用いて賠償額の基となる貢献利益を計算するのではなく、本来賠償される

べき減価償却費や労務費を含んでいる貢献利益率 67％により貢献利益を計算することを提

案する。 

 

＜財源問題＞  

私たちの提言する賠償方針では賠償対象地域を拡大する分、東京電力の行うべき賠償額

が増大し、その賠償金を捻出するために東京電力が電気料金を値上げする可能性が生じ

る。そこで、私たちは賠償額の不足分を東京電力は政府から借り受けて被災者に対して賠

償を行い、東京電力は政府から借り受けた分を毎年尐しずつ長期にわたって返済していく

賠償方法を提言する。 
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以上の提言により現行の賠償方針の問題点を解決することが可能であり、観光産業は東

京電力に原発事故の風評被害による減収分を適切に賠償してもらうことが可能になる。そ

のため以上の提言を持って私たちの問題意識「原発事故の風評被害に起因する観光客の減

尐による減収に苦しんでいる観光産業に対して、東京電力はどのような賠償を実施すべき

か」に答えかつ私たちの第一の理想状態「本来賠償されるべき原発事故の風評被害による

減収分が賠償された状態」を達成し、本稿の目的を達成することができると考える。また

本稿の目的を達成することにより、被災地観光産業の経営継続のために必要な資金を確保

し、私たちの最終的な理想状態とする「観光客が旅行をする時の選択肢の一つとして被災

地域が含まれる状態」を達成する足がかりとなることもできる。 
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はじめに 

0－1 はじめに 
 

2011 年 3 月 11 日午後 2 時 46 分、宮城県沖約 130 ㎞を震源に発生したマグニチュード

9.0 の巨大地震と太平洋沿岸各地に押し寄せた大津波による未曽有の災害が東日本大震災

である。地震の規模は国内観測史上最大級であり東京電力福島第１原発は津波で電源を喪

失、原子炉の冷却が不能になり深刻な原発事故を引き起こした。余震も頻発し、被害地域

は東北や関東などの広範囲に渡り、多数の問題を引き起こしている。2今回私たちは、東日

本大震災により発生した問題の中で、｢原発の風評被害に対する観光産業への賠償｣を取り

上げることにした。新聞記事やメディアで多数取り上げられていた風評被害という言葉に

注目して調べていくと、今回の東日本大震災と福島第一原発事故により発生した風評被害

により苦しんでいる産業は、主に観光産業と農業や漁業であることがわかった。観光産業

においては、地震や原発による被害が全くない地域でも風評により観光客が大幅に減尐

し、漁業や農業では、放射性物質は検出されていないものの農産物から放射線が検出され

た地域に近い、または福島原発に距離的に近い地域で収穫・漁獲されたというだけで取引

が敬遠され農産物、漁獲物に値段がつかないという事態が発生した。このように風評被害

の影響は観光産業や農業・漁業で顕著に見られるが、本稿では観光産業を取り上げ、その

中でも観光産業への東京電力による賠償について取り上げる。まず観光産業を取り上げた

理由として 2 点挙げられる。1 点目に、観光産業は、風評被害により強い影響を被ってい

る農業・漁業と比べると被災地域にとって経済的に重要な産業であるからである。(詳しく

は 1 章 2 節で述べる。) 2 点目に、その観光産業は裾野が広い産業であり経済波及効果も

大きく、日本の GNP の 6.1％、日本の就業者数の 7.1％を占めており観光産業が復興する

ことは様々なその他の産業も活性化され被災地域全体の産業の復興につながるからである
3。次に観光産業に対する東京電力の賠償を取り上げた理由は、被災地の観光産業関係者が

望んでおり、賠償は観光客誘致のような復興につながると考えたからである。観光産業関

係者が震災後望んでいることは、｢観光客に戻ってきてほしい｣、｢賠償をしてほしい｣とい

うことである。（詳しくは 1 章 3 節 3 項で述べる。）しかし、福島第一原発事故が収束し

ていないにも関わらず、観光客を誘致することは難しいと考えた。ゆえに原発事故を引き

起こした加害者である東京電力に賠償をしてもらい、観光客誘致のような復興に向かう準

備を整えることが観光産業にとっては先決であると判断した。以上のことより、東京電力

による観光産業への賠償を本稿で扱うこととした。 

                                                      
2 一般社団法人共同通信社（2011）「東日本大震災(ニュース特集)」 

http://www.kyodonews.jp/feature/news04/ (2011/11/02) 
3  国土交通省 (2008)「観光白書  平成 20 年版」  http://www.mlit.go.jp/statistics/file000008.htm 

(2011/9/15) 

http://www.kyodonews.jp/feature/news04/
http://www.mlit.go.jp/statistics/file000008.htm
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0－2 観光産業復興の理想状態 
 

私たちは、「東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故から被災地の観光産業が復興

した状態」を、「観光客が旅行をする時の選択肢の一つとして被災地域が含まれる状態」

としてこれが被災地の観光産業にとって最も理想的な状態であると考える。しかし、今回

のような未曾有の原発事故が起こっており、その原発事故が未だ収束していない現在にお

いて私たちの考える理想状態がすぐに達成されることは不可能である。そう考えたとき

に、最終的な理想状態を達成するためには、最低限でも観光産業が経営維持できる状態を

作らなければならないと私たちは考えた。それは、最終的な理想状態である「観光客の旅

行先の選択肢の一つに被災地が含まれるようになる状態」が達成したときに、観光産業が

経営破綻により衰退していないことが前提となっているからである。しかし現段階で観光

産業が経営を維持していくのは難しい。そこで私たちは、経営を維持するためには資金が

必要であると考える。そしてその資金は東京電力の原発事故に対する損害賠償により補填

されるべきであると判断した。その理由として、そもそも損害賠償の観点から考えても、

被害を与えてしまった者が、その被害分を賠償することは当然であり、原発事故による減

収分が適切に賠償されることで、今回多大なる被害をもたらした原発の風評被害によって

観光産業が衰退することはなく、多くの観光産業が経営を継続するために必要な資金が確

保できると私たちは考えたからである。では、「適切な賠償が行われた状態」について考

えると、それは、「本来賠償されるべき原発事故の風評被害による減収分が賠償された状

態」である。しかし、東京電力の賠償方針では、2 章 2 節 3 項で述べる 3 つの問題点によ

り本来すべき賠償がなされないと判断した。そこで、本稿では第一の理想状態を「本来賠

償されるべき原発事故の風評被害による減収分が賠償された状態」と置きこれを達成する

ために政策提言を行う。そして本稿で提言する賠償方針を以って、第一の理想状態を達成

し、経営継続のために必要な資金を確保して、最終的な理想状態である「観光客が旅行を

する時の選択肢の一つとして被災地域が含まれる状態」を達成する足がかりとする。 
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0－3 本稿の目的・意義及び先行研究の位置づけ 
 

本稿の目的は、私たちの第一の理想状態である「本来賠償されるべき原発事故の風評被

害による減収分が賠償された状態」を達成するために、東京電力の賠償方針の問題点を改

善し適切な賠償方針を提示し東京電力に本来するべき賠償を全うすることを促すことであ

る。 

本稿の意義は、初めての試みである原発事故により生じた観光産業における風評被害に

対してどのような賠償方針にすべきかを提示して、東京電力に「本来賠償すべきである原

発事故の風評被害による減収分についての賠償」を促し、それを達成するための 1 つの手

段を提示している点である。 

本稿では、東京電力の原発事故による風評被害の観光産業への賠償を取り扱っている

が、このような大規模な原発事故に対する賠償は前例がなく、また風評被害に対しての賠

償も初めての試みのため賠償方針全体を考える上で参考とすべき先行研究は見当たらな

かった。ただし、本稿は風評被害の賠償を考えていくため風評被害の定義に関して重要と

なってくる。その定義に関しては関谷（2011）を参考にして、本稿における風評被害の定

義を決定しているため関谷（2011）を先行研究と位置付ける。また、関谷（2011）では、

風評被害の定義や風評被害の強さはマスメディアの報道量に関係がありマスメディアの報

道量が尐なくなるにつれて風評被害は収まることが述べられている。本稿では、基本的に

は観測した震度により地震の風評被害が異なるという震度による賠償基準に基づいて賠償

額を算出しているが、その基準が適応できない地域も存在する。（詳細は 3 章 6 節で述べ

る。）そこで震度による賠償基準とは異なる基準としてマスメディアの報道量に注目して

原発の風評被害の大きさを推定して賠償額の算出を試みている。関谷（2011）では、マス

メディアの報道量と風評被害の強さに関係があることを示しているが、その関係に着目し

て具体的な政策立案はしていない。しかし私たちは報道量と風評被害の強さに着目して賠

償方針を提言しているため、そこにオリジナリティーがあると考える。また、東京電力の

原発事故による風評被害の観光産業への賠償に特化し具体的な賠償方針を取り上げている

論文は、存在していないため、賠償について論じていること自体もオリジナリティーがあ

ると考える。 
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第1章  被災地における観光産業の

現状把握 

1－1 序節 
本章では、東日本大震災で大きな損害が生じた東北地域・北関東地域の観光産業の状況

を把握していく。まず被災地において観光産業がどのような役割を果たしていたかを考察

する。その後、東日本大震災以降、観光産業に大打撃を与えている風評被害の定義を行い

風評被害の現状を把握する。最後に被災地の観光産業の人々の要望から、本稿で東京電力

の観光産業に対する賠償を取り上げた理由を説明する。 

1－2 被災地における観光産業 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出典：観光庁「共通基準による観光入込客統計4」、農林水産省「平成 21 年農業産出額5」 

及び「平成 21 年漁業生産額6」に基づいて筆者作成

※秋田・栃木・茨城に関しては、平成 23 年より共通基準で実施されるため、データが集計されていな

い。 

                                                      
4 観光庁(2011/10/31)「共通基準による観光入込客統計・集計結果」

http://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/irikomi.html（2011/10/31） 
5農林水産省（2010/10/12）「平成 21 年農業産出額」

http://www.maff.go.jp/j/tokei/pdf/sansyutu_zenkoku_2009.pdf (2011/10/28) 

http://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/irikomi.html
http://www.maff.go.jp/j/tokei/pdf/sansyutu_zenkoku_2009.pdf
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ここでは、観光産業が被災地において経済的に重要であることを示すために、観光産業

と同様に風評被害の強い影響を受けている農業・漁業と比較した。 

 図 1－1 は被災地における観光産業・農業・漁業の売上総額を比較した図である。この

図から、青森県に関していえば、農業が最も高い額を示しているが、その他の都道府県は

観光産業が最も高い額を示している。このことから、風評被害の影響を強く受けている産

業の中で被災地にとって、観光産業が重要な収入源となっており観光産業の復興は被災地

全体の復興につながると結論付けられる。 

 

1－3 観光産業の被害状況 

1－3－1 風評被害の定義  
 

 東日本大震災以降、東北地方や北関東地方では観光客が大幅に減尐した。震災直後は、

交通インフラの破壊や観光関連施設の損壊により物理的に観光に行くことが困難な地域も

発生したが、そのような地域は津波が襲った沿岸地域や原発の避難区域などに限られてい

た。ほとんどの観光地や観光関連施設では震災の直接的な損害は発生せず、交通インフラ

の寸断も短期間で復旧していたにも関わらず東北地方の観光産業を中心に広範囲で観光客

の減尐は続いた。このような現象は風評被害と呼ばれている。関谷直也（2011）によれば

「風評被害とは、ある社会問題（事件・事故、環境汚染・災害・不況）が報道されること

によって、本来『安全』とされているもの（食品・商品・土地・企業）を人々が危険視

し、消費、観光、取引をやめることなどによって引き起こされる経済的被害のこと」と定

義されている7。 

 この風評被害の影響を受けやすい産業に観光産業と農林水産業が挙げられる。観光産業

では、たとえ安全であっても地震や事故が起こった地域にわざわざ観光客は足を運ばなく

なるため観光客の減尐といった形で風評被害の影響を受け、農業や漁業でも、わざわざ問

題のある地域産の食品を消費者は購入する必要がなく、その地域産の農産物・漁獲物の購

入を避けるために売上が減尐するといった形で風評被害の影響を受けやすくなる。特に観

光産業は、大規模な地震が発生するたびにこの風評被害により生じる観光客の減尐に苦し

められており、東日本大震災後の日本、特に東北地方・北関東地方においては、地震によ

る風評被害に福島第一原子力発電所事故による風評被害も加わり、一層深刻な状況となっ

ている。 

本稿では東日本大震災の風評被害と原発事故による風評被害を分けて考えていくため、

ここでそれぞれの風評被害について定義する。まず、地震の風評被害を「東日本大震災の

発生を理由に人々が観光を取りやめることによって引き起こされる経済的被害」と定義す

る。交通インフラが寸断され観光地に物理的に行けなくなったことによる予約キャンセル

の経済的被害もこの地震の風評被害に含まれる。次に、原発の風評被害を「福島第一原子

力発電所の事故が発生したため、放射線量の数値では安全とされている地域を人々が危険

視し、当地への観光を取りやめることにより引き起こされる経済的被害」と定義する。 

 

 

                                                                                                                                                            
6 農林水産省（2011/10/20）「平成 21 年漁業生産額」http://www.e-

stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001081738 (2011/10/28) 
7 関谷直也（2011）『風評被害 そのメカニズムを考える』光文社新書 P12 を参考 

http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001081738
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001081738
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1－3－2 直接的な被害と風評被害の現状 
 

被災地における観光産業の被害は深刻なものとなっている。東北 6 県の登録旅館・ホテ

ル 285 施設のうち、大規模損傷を被った 8 施設をはじめとする約 4 分の 1 の施設が営業停

止となった8。また地震や津波による直接被害額に当たる観光産業の被害額は、2011 年 4

月現在、岩手県で 376 億円、宮城県で 200 億円となっている9。この数字には風評被害に

よる損失は含まれていないため、実際には観光産業への損害は遥かに深刻なものである。

ここで、震災などにより発生した宿泊予約キャンセルや旅行自体の中止で観光産業が被っ

た風評被害について把握していく10。 

福島県では 2011 年 4 月 25 日時点で、福島県内の旅館・ホテルの宿泊予約をキャンセル

した観光客は延べ約 68 万人で福島県における被害金額は 74 億円に上ることが県旅館ホテ

ル生活衛生同業組合の調査で明らかになっている11。県内のビジネスホテルは復興作業の

関係者で空室はなくほぼ満室になっているが、旅館、一般の観光ホテルでは放射能を恐れ

た予約キャンセルが相次ぎ、経営が困難な状態になっている12。また、福島県会津若松市

へ行くはずだった修学旅行でも原発事故の影響を考慮しキャンセルが発生した。毎年、宮

城県仙台市にある多くの小学校は福島県会津若松市に修学旅行に行くのだが、今年は仙台

市にある小学校 125 校の内 96 校が修学旅行先を他の地域に変更している13。会津若松市

も仙台市も福島第一原発からほぼ 100 ㎞の地点にあり、会津若松市から検出さている放射

線量も仙台市とほぼ同じであるにも関わらず、福島というだけで敬遠されている。また、

宮城県では日本三景の 1 つ松島のゴールデンウィーク（GW）中の観光客が前年比の 25％

までに落ち込み、5 万 3000 人と低迷した14。東北全体では、GW 中の観光客は約 40％減

尐し、 3 月 11 日から 4 月 8 日の約 1 か月間で宿泊施設の予約キャンセルが 56 万件発生

した15。 

さらに原発事故以降日本を訪れる外国人観光客は激減している。2011 年 3 月では前年比同

月比の 49.7％までに観光客数は落ち込み、5 月では前年比 37.5％、6 月でも前年比 49.6％

に観光客数が落ち込んだままである16。震災が発生した 3 月から 9 月までの対前年度比を

みると 58.2％であり、およそ 40％の観光客の落ち込みを示しており、外国人観光客の減

尐は顕著である17。また、福島第一原発に近い関東や東北だけではなく日本全体で外国人

観光客は減尐しており、風評被害の深刻さを示す好例である18。 

                                                      
 
8 観光庁(2011/06/14)「平成 22 年度版観光白書」 

http://www.mlit.go.jp/kankocho/topics02_000023.html （2011/10/07） 
9 同上 
10 同上 
11  福島民法（2011/04/26）「キャンセル 68 万人  損害 74 億円 原発風評  旅館、ホテル直撃」

http://www.minpo.jp/view.php?pageId=4147&blockId=9834115&newsMode=article    
（2011/10/28） 

12 同上 
13  産経新聞（ 2011/05/02 ）「会津若松への修学旅行変更  仙台市、大多数の 96 小学校」

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110502/dst11050220490018-n1.htm  （2011/10/28） 
14 産経ニュース（2011/05/10）「東北の観光地、GW も出控えダウン 復興へ誘致懸命」

http://sankei.jp.msn.com/economy/news/110510/biz11051022260059-n1.htm  
（2011/10/10） 

15 同上 
16  日 本 政 府 観 光 局 （ 2011/10/21 ） 「 訪 日 外 客 数 / 出 国 日 本 人 数 」

http://www.jnto.go.jp/jpn/downloads/111021_monthly.pdf （2011/11/01） 
17 同上 
18 脚注 1 を参照 

http://www.mlit.go.jp/kankocho/topics02_000023.html
http://www.minpo.jp/view.php?pageId=4147&blockId=9834115&newsMode=article
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110502/dst11050220490018-n1.htm
http://sankei.jp.msn.com/economy/news/110510/biz11051022260059-n1.htm
http://www.jnto.go.jp/jpn/downloads/111021_monthly.pdf
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図 1－2 東北各県の温泉地における宿泊客数の増減率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1－219は全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会が調査した資料を基に作成したグラ

フであり、東北各県の温泉地において 2011 年 3 月～6 月までの間の宿泊人数を前年度と

比較したグラフである、宿泊客の落ち込みを示している。各県とも大きく宿泊客は減尐し

ている。しかし、宮城県及び岩手県とそれ以外の県の宿泊客数減尐率を比較すると、宮城

県・岩手県は他県と比べると宿泊客の減尐率が小さいことが確認できる。この要因として

は、宮城県・岩手県は地震や津波の被害が甚大であり、電気や水道を復旧する作業員やが

れき撤去などを行うボランティア、そして震災により住む場所を失った被災民の方々が避

難所の代わりとしてホテルや旅館に宿泊していたことが挙げられる。そのため、観光客の

減尐は津波や地震の被害をほとんど受けなかった青森県や秋田県、山形県の方が深刻であ

ることもがわかる。 

 福島県に関しては当然、福島第一原発の被害を最も受けているので、これらの各県以上

に観光客の減尐が深刻であると推察できる。震災から時間が立つにつれて東北各県の温泉

地では尐しずつ客足が戻りつつあるが依然として厳しい経営状態にある。すでに老舗の旅

館やホテルでさえ倒産や廃業に追い込まれており、このままの状態が続くと被災地の観光

産業はさらに衰退することは明白である20。 

 

1－3－3 賠償が必要な理由 
 
 2 項で述べたように、被災地の観光産業は風評被害による営業存続の危機に立たされて

いる。そこで、私たちは現地の観光産業関係者が望んでいることは何かを、震災以降の被

災地の観光産業に関する様々な新聞記事から調査した。すると被災地の観光産業関係者が

望んでいることは、まず観光客に戻ってきてほしいというものであった。これは、観光客
                                                      
19 日本ホテル協会の独自資料を引用 
20  Asahi.com(2011/09/28) 「 福 島 の 温 泉 地 、 苦 境  受 け 入 れ 避 難 者 減 尐 ・ 客 足 戻 ら ず 」

http://www.asahi.com/national/update/0927/TKY201109270233.html(2011/10/15) 、及び  The Wall 

Street Journal (2011/10/11)「上期の震災関連倒産３７１件＝旅行、宿泊業で急増―商工リサーチ」
http://jp.wsj.com/Japan/Economy/node_322628（2011/10/20）を参照 

宿

泊

客

数

の

増

減

率 

（％） 

（2011 年） 

出典：全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会の資料より引用 

 

http://www.asahi.com/national/update/0927/TKY201109270233.html(2011/10/15)
http://jp.wsj.com/Japan/Economy/node_322628
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の減尐に苦しんでいる観光産業にとっては当然であるといえる。次に「東京電力に減収分

を補償してもらいたい」21、「早く補償をしてほしい」22、「団体客が途絶えるなど大変な

影響が出ている。補償してほしい」23といった補償（賠償）を望む声も強いことが分かっ

た。 

観光客に戻ってきてほしいという要望に応える手段として観光客の誘致活動が考えられ

るが、現段階では観光客の誘致は困難であると私たちは判断した。その理由は 2 つある。

理由の 1 つ目としては、原発事故が収束していないのでその地域が安全かどうかを主張す

ることができないからである。2 つ目としては、福島県やその隣県においては、日本の他

地域と比べて相対的に放射線量が高く除染も進んでいないため、観光客を積極的に誘致す

ることは困難であると判断したからである。以上の 2 点より、現段階では観光客を誘致す

ることはできないと判断し、観光産業から賠償を望む声が強いことを考慮して、東京電力

による観光産業への賠償方針を考えていくこととした。 

 

1－4 終節 
 

本章では被災地における観光産業の重要性を述べ、本稿における風評被害の定義と、東

日本大震災及び福島第一原子力発電所事故の直接的な被害と風評被害の現状を確認した。

そして、被災地の観光産業の人々が望んでいることから、東京電力による観光産業に対す

る賠償の重要性を明らかにした。2 章では損害賠償の概念と東京電力の賠償方針について

考察していく。 

 

 
 

                                                      
21「海水浴客減は風評被害」『読売新聞』2011 年 8 月 31 日東京朝刊 
22 「観光風評 幅広く賠償 土産品製造やクリーニング 間接被害も含む」『読売新聞』2011 年 9 月 11

日東京朝刊 
23「東電副社長 事故を謝罪 知事 観光業へも補償求める」『読売新聞』2011 年 10 月 15 日東京朝刊 
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第2章  東京電力の賠償方針 

2－1 序節 
本章では、まず損害賠償の概念を述べ、次に原子力事故に関する法律である原子力損害

賠償法について説明し、その後東京電力が提示した福島第一原子力発電所事故による観光

業の風評被害に対する賠償方針を把握していく。そして最後に、その賠償方針から浮かび

上がった問題点を明らかにし、本稿の問題意識を形成する。 

 

 

2－2 賠償方針の現状把握 
 

2－2－1 原子力事故の発生と原子力損害賠償法 
 
まず、損害賠償についての考えを簡単に見ておこう。日本では民法 709 条24に「故意又

は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じ

た損害を賠償する責任を負う」と規定されている。日本においてはこれが損害賠償の基本

的な考えである。つまり他者の利益を侵害したものは与えた損害を賠償する責任が課され

るのである。 

次に原子力事故が発生した時の賠償はどのように定められているかを見ていく。日本に

おいて原子力事故が発生した場合の方針は、原子力損害賠償法25（以下、原賠法）に規定

されている。原賠法第 3 条では、「原子力損害を与えたときは、原子力事業者がその損害

を賠償する責めに任ずる」と定められており、今回の事故の場合、原子力事業者とは東京

電力のことである。また同法第 3 条では免責条項があり「ただし、その損害が異常に巨大

な天災地変又は社会的動乱によって生じたものであるときはこの限りでない」と規定して

いる。しかし政府は、東日本大震災は免責条項の「異常に巨大な天災地変」に該当しない

という立場をとっており、原発事故による被害は東京電力に賠償の責任があるとしてい

る。 

また同法第 18 条26では、原子力損害の賠償に関して紛争を解決するために原子力損害賠

償紛争審査会を置くことが規定され、同審査会は①紛争の和解・仲介、②原子力損害の範

囲を判定する指針を策定、③原子力損害の調査及び評価を行うことが定められている。今
                                                      
24  判例六法編修委員会 編 「模範六法 2011」 平成 23 年度版 三省堂 541 頁六法全書 
25  総務省行政管理局 電子政府の総合窓口 e-Gov（2009/04/17）「原子力損害の賠償に関する法律」

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO147.html （2011/11/1） 六法全書「原子力損害の賠償に
関する法律」（2011/10/05） 

26  同上 

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO147.html
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回の東京電力による観光産業の風評被害に対する賠償に関しても、審査会が 2011 年 8 月

にまとめた「原子力損害範囲の判定等に関する中間指針27」に基づいて東京電力が賠償の

細部を決定した。2 章 2 節 2 項ではこの中間方針に基づいて策定された東京電力による観

光業への損害賠償がどのようになっているかを説明していく。 

 
2－2－2 東京電力の観光産業に対しての賠償方針 

 

まず東京電力は、原子力損害賠償紛争審査会の中間指針に従い福島・茨城・栃木・群馬

の 4 県に営業拠点を有する観光産業を賠償対象としている。ここでいう観光産業とは、ホ

テル・旅館・旅行業等の宿泊関連産業から、レジャー施設や文化・社会教育施設、観光地

での飲食業や小売業までも含んでいる。 

東京電力は基本的に図 2－1 で示しているように、震災以降の観光産業における風評被

害に起因する観光客減尐により生じた減収には 2 種類があると考えている。すなわち、①

地震や津波の風評被害による減収分、②福島第一原子力発電所事故の風評被害に起因する

減収分である。東京電力が賠償する範囲は、原発事故の風評被害により生じた減収分であ

る。地震や津波のような自然災害の風評被害による減収は大規模な災害が起こるたびに発

生しているが、通常その賠償は行われていない。 

東京電力は、図 2－1 のように震災以降の営業の減収は、地震の風評被害による減収分

に原発の風評被害による減収分を加えた合計であると考えている。したがって、震災以降

の営業の減収から地震の風評被害による観光客減尐に伴う営業の減収分を差し引いた値

が、賠償とされるべき原発の風評被害による減収分と定義している。ゆえに、東京電力は

阪神淡路大震災時の旅行業における取り扱い額の減尐のデータを参考に地震の風評被害に

よる減収分を推定し、その値を 20％と定めた。言い換えれば、原発事故が発生しなかった

としても、東日本大震災の風評被害により尐なくとも 20％は営業損害が発生すると予想さ

れるためこの分は賠償範囲には含めないということである。 

 

                                                      
27 文部科学省（2011/08/05）「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の

範囲の判定等に関する中間指針」
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kaihatu/016/houkoku/__icsFiles/afieldfile/2011/08/17/1

309452_1_2.pdf  (2011/10/25) 

出典：東京電力ホームページより筆者作成 

図 2－1 賠償の基本的な考え方 

 

震災後の営業

損害の総額 

①地震の風評被

害による減収分 
②原発事故の風評

被害による減収分 

②原発事故の風評

被害による減収分 
 

震災後の営業損

害の総額 
①地震の風評被

害による減収分 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kaihatu/016/houkoku/__icsFiles/afieldfile/2011/08/17/1309452_1_2.pdf
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kaihatu/016/houkoku/__icsFiles/afieldfile/2011/08/17/1309452_1_2.pdf
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次に賠償期間であるが、東京電力の賠償方針では原発事故が収束していない現段階では

定められないとしている。また売り上げの減尐に関しては、基本的に前年比の同時期の売

上を参考とし減収分を算出するとしている。 

賠償額の算出方法であるが、賠償額はまず賠償を算出する際に基となる貢献利益※を算

出しそれに原発の風評被害の減収分をかけて賠償額を算出するとしている。貢献利益は、

貢献利益を自ら売り上げから計算する方法と、売上高に業種別平均利益率を掛けることで

算出する方法の 2 種類があるとしている。ただし、この貢献利益を自らの売上から実際に

計算することは複雑である。 

ここで具体的な事例を挙げて賠償額の算出方法を説明する。図 2－228を参考にしてほし

い。2010 年 3 月の売上高が、500 万円のホテルについて考えてみる。震災発生後の 2011

年 3 月の売上高は 220 万円であったと仮定されている。すなわち売上は前年比より 56％

落ち込んでいる。ここで、ホテル経営者が賠償してほしいものを考えると、それは売上総

利益と原価中の固定費※1 から経費の変動費を引いたものである。なぜなら、売上総利益

に関しては、原発事故がなければ本来得ていたものであり、原価中の固定費から経費の変

動費を引いたものに関しては休業や減収となっても必ずかかるコストであるからである。

この売上総利益と原価中の固定費から経費の変動費を引いたものを合わせることにより賠

償額を算出する際に基となる貢献利益を求めることができ、これは売上高に業種別の平均

利益率（宿泊業に関しては 60％）29を掛けることで算出できるとしている。つまり、宿泊

業者は平均利益率 60％を参照して貢献利益を算出するか、もしくは自ら具体的な売上から

計算した貢献利益に基づいて賠償額が決定される。この数値例の場合には売上の具体的な

内容がわからないので平均利益率を掛ける方法で貢献利益を算出すると、500 万円（前年

の売上）×60％（平均利益率）＝300 万円（貢献利益）となる30。 

                                                      
28「原発賠償 前年の粗利益が基準」『読売新聞』2011 年 9 月 28 日朝刊 

※1 原価中の固定費は、売上高と比例関係がない費用である。 
稲葉建吾（2003）『セグメント別損益計算に関する一考察』 
29東京電力（2011/09/21）「プレスリリース 2011 年 福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電

所の事故による法人および個人事業主の方々が被った損害に対する本賠償について」
http://www.tepco.co.jp/cc/press/betu11_j/images/110921f.pdf （2011/10/10） 

30 同上 

図 2－2 賠償額の算出方法 
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出典：「原発賠償 前年の粗利益が基準」『読売新聞』2011 年 9 月 28 日朝刊より筆者作成 

http://www.tepco.co.jp/cc/press/betu11_j/images/110921f.pdf
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そのため貢献利益のうち減収分である 56％が補償額になるように思えるが、この減収分

には、地震の風評被害による減収分と原発の風評被害による減収分の両方が含まれてい

る。そのため、東京電力が地震の風評被害による減収分と推定した 20％を差し引いた

36％（56％－20％）が原発事故の風評被害による減収分である。すなわち、300 万円×

36％＝108 万円が賠償額となる。 

 

2－2－3 賠償方針の問題点 
 

2 項で述べた内容が 2011 年 10 月 23 日現在の東京電力の観光業に対する風評被害の賠

償方針となっている。（後述するが 2011 年 10 月末に新たな賠償方針が東京電力から発表

されている。）しかし、私たちはこの賠償方針には大きく 3 つの問題があると考えた。 

第 1 の問題は賠償対象地域である。東京電力の賠償方針では、福島・茨城・栃木・群馬

に位置する観光産業を原発の風評被害による賠償の対象地域としている。しかし原発事故

の風評被害がこのような限られた範囲にのみ影響しているという根拠はなく、賠償地域を

この 4 県に定めた理由も明確ではない。原子力損害賠償紛争審査会が賠償対象地域をこの

4 県に絞った理由として、①関東地域内で比較するとホテル・旅館の売上高の下落が相対

的に大きいこと31、②地震・津波による交通インフラへの影響や自粛ムード以外の要因が

影響していると考えられること32、③旅行意識調査において、敬遠する傾向が顕著に認め

られることを挙げられている33。しかし、①に関しては関東地域内のみで比較する理由が

不明であり、東北地方の各県でもホテル・旅館の観光客の下落率は大きい。また原発事故

による放射能の影響を懸念して旅行先としたくない地域に関する統計34でも、賠償対象地

域である群馬県が敬遠率 25.2％に対して賠償対象地域に含まれていない宮城・岩手・山形

の方が旅行先としての敬遠率が高く、敬遠率が 4 県に絞り込んだ理由とはならないと言え

る。 

第 2 の問題は、地震の風評被害による減収分（20％）の算定方法である。この値は阪神

淡路大震災における明石・姫路地区の旅行業の取扱額の減収分を基に作られたものであ

る。しかし、私たちは旅行業から推定した値を宿泊業やその他の観光産業に適応すること

はできないと判断した。その理由としては、観光客のすべてが旅行業者を通して観光やホ

テルへの宿泊を行っていないこと、また阪神淡路大震災の時とは異なりインターネットの

普及で旅行業者を通さない旅行・観光形態が増加していることなどである35。 

第 3 の問題点としては、賠償額を決定する基準値となる貢献利益を算出するために平均

利益率 60％（宿泊業に関しては）を適用してもよいのかということである。賠償額を決定

する基準である貢献利益を算出するためには、実際の売上から自ら計算する方法以外に貢

献利益率または平均利益率から算出することも可能である。しかし、貢献利益率と平均利

益率は全く同じものではないにも関わらず、東京電力は平均利益率を用いて貢献利益を算

                                                                                                                                                            
 
31 文部科学省（2011）「中間指針に関する Q&A 集  問 108」

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/science/anzenkakuho/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/20

11/08/30/1310618_4_1.pdf （2011/10/20） 
32 同上 
33 同上 
34 文部科学省（2011/7/14）「原子力損害賠償紛争審査会（第 10 回） 配付資料 観光分野－2」

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kaihatu/016/attach/__icsFiles/afieldfile/2011/07/14/130

8483_2.pdf （2011/10/20） 
35 社会実情データ図録（2011/10/14）「インターネット世帯利用率」

http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/6200.html （2011/11/02）及び 

株式会社リョケン「ネット予約・検索対策等の状況調査」http://ryoken-jp.com/club_enquet/3pun-35.pdf 
（2011/11/02） 

 

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/science/anzenkakuho/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2011/08/30/1310618_4_1.pdf
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/science/anzenkakuho/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2011/08/30/1310618_4_1.pdf
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kaihatu/016/attach/__icsFiles/afieldfile/2011/07/14/1308483_2.pdf
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kaihatu/016/attach/__icsFiles/afieldfile/2011/07/14/1308483_2.pdf
http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/6200.html
http://ryoken-jp.com/club_enquet/3pun-35.pdf
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出する方法を採用しているが、平均利益率を用いて貢献利益を算出する算出方法を採用し

た理由がなく、貢献利益率を用いて貢献利益を算出してもよいのではないかと考えたため

である。 

 

2－3 賠償方針に対する問題意識 
 

2 節で述べたように東京電力の観光業への賠償方針の中で私たちが問題と考える点は、

①賠償対象地域、②地震の風評被害による減収分の決定方法、③賠償額の基準となる貢献

利益の算出方法、の 3 点である。 

事実、観光産業界からもこの東京電力の賠償方針に対して「観光業の風評被害で 20％分

を差し引くといった計算方式はよく理解できず、被災者の立場に立っていない」36という

批判や「適正な賠償が担保される内容になっていない」37、「東北の物はすべて放射性物

質に汚染されているようにとらえられがちだ。国の中間指針で賠償が決まった福島などの

4 県だけでなく、東北全体を賠償地域として認定してほしい」38などの不満や要望が噴出

している。 

 以上のことから、東京電力及び原子力損害賠償紛争審査会による観光業への賠償方針

は、観光産業が被った原発事故による風評被害の減収分を十分に賠償しているとは言えな

いと私たちは結論づけた。ゆえに、本稿では「原発事故の風評被害に起因する観光客の減

尐による減収に苦しんでいる観光産業に対して、東京電力はどのような賠償を実施すべき

か」を問題意識としていく。 

 

2－4 終節 
 

本章では、損害賠償の基本的な考え方と原発事故に関して規定している原子力損害賠償

法を確認した。そして原賠法の規定により設置された原子力損害賠償紛争審査会が定めた

中間指針に基づいて東京電力が作成した賠償方針を把握した。その後、その賠償方針にお

ける 3 つの点（①賠償対象地域、②地震の風評被害による減収分の決定方法、③賠償額の

基準となる貢献利益の算出方法）を問題点として、私たちの問題意識を形成した。その問

題意識とは、原発事故の風評被害による観光客の減尐によって生じた減収に苦しんでいる

観光産業に対して、東京電力はどのような賠償を実施すべきかであり、3 章ではこの問題

意識に答える方法を考察する。 

 

 

                                                      
36 読売新聞（2011/09/22）「「風評」減額に反発も…観光・サービス東電賠償基準」

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/mnews/20110922-OYT8T00399.htm（2011/10/25） 
37「原発事故、公平な賠償を 自民県連が要望書」『下野新聞』2011 年 9 月 27 日朝刊 
38 毎日新聞（2011/10/22）「東日本大震災：観光業風評被害、東電賠償説明会 東北全体認定を ／山

形」http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111022-00000077-mailo-l06 （2011/10/23） 

 

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/mnews/20110922-OYT8T00399.htm
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111022-00000077-mailo-l06
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第3章  現状分析－3 つの問題点解

決のための分析－ 

3－1 序節 
 

本章では、2 章で明らかにした東京電力の観光産業への賠償方針における問題点を解決

するための手段を考察し、適切な賠償方針はどのようなものなのかを分析していく。ま

ず、①賠償対象地域を決定する方法について考察し、次に②地震の風評被害による減収分

の決定方法を解決するための方法を分析する。最後に③賠償額の算出方法をどのようにし

て決定するかについて考察していく。 

3－2 賠償対象地域の選定 
 

まず 2 章 2 節で述べた、東京電力が策定した賠償方針の第 1 の問題点である賠償対象地域

をどのように決めるべきかについて考察していく。賠償対象地域の選定には、東日本大震

災以降どれほど観光客が減尐したかという観光客の対前年度比と原発事故のためにその地

域に観光することをためらっていることを表す敬遠率の調査結果を踏まえて選定を行う。 
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図3－1 地域別の観光客数の対前年度比増減率

出典：観光庁「旅行観光消費動向調査」より筆者作成 
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図 3－1 を見てほしい。この図は、地域ごとに 2011 年 4 月から 6 月までの 3 か月間の前

年同時期と比べた観光客数の増減率を示した図である39。この図より東北地方と関東地方

では観光客が前年より落ち込み、それ以外の地域では前年同時期より観光客が増加してい

ることがわかる。このことから、地震の風評被害による観光客の減尐なのか原発の風評被

害による観光客の減尐なのかは区別することはできないが、観光客が減尐していることは

事実であるため東北地域と関東地域が賠償対象地域候補とする。 

 

  

 

次に 3 章 2 節で東北地域と関東地域を賠償対象地域候補として絞ったが、さらにその地

域を敬遠率と県別の観光宿泊客数を用いて絞り込む。図 3－2 放射能の影響を懸念して旅

行先としたくない地域のグラフ、つまり敬遠率の高低を表したグラフである。このグラフ

は敬遠率が高い順に下から並んでいる。問題となることは、どこまで賠償地域に含めるか

ということである。そこで、グラフ中の「その他」を除く福島県から山梨県の 15 県にお

ける敬遠率の平均値を計算してみるとその数値は約 29％であった。私たちは、敬遠率がこ

の平均値 29％よりも高い福島・茨城・宮城・栃木・岩手・山形では他の地域と比べると原

発の風評被害による観光客の減尐が強いと推定できるため賠償対象地域に含めるべきであ

ると結論付けた。また敬遠率が平均値 29％の半分にも満たっていない東京・神奈川・新

潟・山梨に関しては、敬遠率が相対的に低いため原発の放射性物質を恐れて観光を自粛す

るといった風評被害による観光客の減尐はそれほど見られないと判断して賠償対象地域か

ら除外する。 

                                                      
39  観光庁（ 2011/10/25）「旅行観光消費動向調査」http://www.mlit.go.jp/common/000170582.pdf 

（2011/10/30） 

出典：原子力損害賠償紛争審査会（第 10 回） 観光分野－2 の資料より筆者作成  

図 3－2 放射能の影響を懸念して旅行先としたくない地域（複数回答可） 

http://www.mlit.go.jp/common/000170582.pdf
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ここで問題となるのが、敬遠率が高いとも低いとも考えることができない群馬・秋田・

千葉・青森・埼玉の 5 県を賠償対象地域に含めるかどうかである。そこで震災発生以降の

2011 年 4 月～6 月までの宿泊客数を前年同時期と比較し実際に観光宿泊客数がどれほど減

尐しているかを基準として同地域を賠償対象地域に含むべきかどうかを判断することにし

た。観光庁による宿泊旅行統計調査40（2011 年 4 月～6 月） によれば、群馬・秋田・千

葉・青森では、6 月時点でも前年同時期より 15％ほど宿泊客数は減尐しているが、埼玉県

に関しては 6 月時点の宿泊客数は前年同時期とほとんど変わらない値に回復しているこ

と、また 3 か月間の平均した宿泊客の減尐率を見ても群馬・秋田・千葉・青森より大幅に

減尐率は低いことが明らかとなっている。ゆえに、埼玉県に関しては実際の宿泊観光客の

減尐が顕著に見られないために埼玉県は賠償対象地域から除外する。群馬・秋田・千葉・

青森の 4 県に関しては、敬遠率の値は著しく高いとは言えないものの、震災発生後の 3 か

月間の宿泊観光客数は前年同時期に比べて大幅に減尐しているため賠償対象地域に含むべ

きであると結論付けた。そのため、本稿で賠償対象とする地域は、東北 6 県すなわち青森

県・岩手県・秋田県・宮城県・山形県・福島県、そして関東地域の栃木県、群馬県、茨城

県、千葉県の計 10 県とする。 

 

3－3 地震の風評被害による減収分の特定 
 

次に東京電力の賠償方針の第 2 の問題点である、東京電力の賠償範囲外となる地震の風

評被害による観光客の減尐（減収分）をどのように決定するかという問題について考察し

ていく。 

東京電力の示した地震の風評被害による減収分 20％という値は、阪神淡路大震災時の姫

路・明石地区の旅行業における取引額の減収分を参考に算出された値である。しかし、旅

行業から推定した値を宿泊業やその他の観光産業に適応することはできないと判断した。

その理由は 3 つあり、①観光客のすべてが旅行業者を通して観光やホテルへの宿泊を行っ

ていないから、②阪神淡路大震災の時とは異なりインターネットの普及で旅行業者を通さ

ない旅行・観光形態が増加しているから、③阪神淡路大震災発生当時は観光業の詳細な統

計データなどを集計することが行われていなかったため正確なデータが存在していないか

らである。以上の 3 点から阪神淡路大震災のデータを参考にできないと判断した。 

そこで本稿では、2004 年に発生した新潟県中越地震における観光客数の推移をもとに地震

の風評被害による観光客の減尐分を考えていく。中越地震時の観光客数の推移を参考にす

る理由は 2 つある。第 1 の理由として、中越地震が今回の東日本大震災と同様に最大震度

7 を観測した地震であることが挙げられる。近年発生した大規模な地震としては 2007 年

に発生した能登半島地震や中越沖地震などもあるが、それらの地震は最大震度 6 強であ

り、経済的・人的な被害も中越地震より小さいため、今回の東日本大震災の被害規模によ

り近い中越地震のデータを参考にした。41第 2 の理由としては、新潟県は毎年詳細な観光

動態調査を実施しており、地震発生からの月別・市町村別の観光入込客数の統計がとられ

ているためである。観光客全体の入込客数に基づいて地震の風評被害による観光客の減尐

分を推定するため、観光産業全体に適用できる値を得ることが可能である。以上の 2 点よ

                                                      
40 観光庁(2011/10/25)「宿泊旅行統計調査（2011 年 4 月～6 月）」

http://www.mlit.go.jp/common/000170529.pdf （2011/11/14） 
41 新潟県中越地震関連情報・被害状況（2004/11/24）「中越地震から 1 ヶ月」 

http://rescuenow.cocolog-nifty.com/jishin_1023/cat1820525/index.html （2011/11/02） 

 

http://www.mlit.go.jp/common/000170529.pdf
http://rescuenow.cocolog-nifty.com/jishin_1023/cat1820525/index.html
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り本稿では、新潟県中越地震時の観光客の落ち込みから地震の風評被害による観光客の減

尐分を明らかにし、今回の東日本大震災にも適応する。 

3－4 震度と地震の風評被害の相関性 
 

東京電力の賠償方針では、地震の風評被害の減収分をあらゆる地域で一律 20％としてい

るが、私たちは地域により地震の風評被害の強さは異なると推測し、それを決定する要因

は震度であるという仮説を立てた。つまり、強い震度を観測した地域ほど、地震の風評被

害による観光客の減尐幅は大きく、対前年度観光客数比は低くなり、それに伴い売上高の

減収率も大きくなる。また震度が弱い地域では、地震の風評被害による観光客の減尐幅は

小さく対前年度観光客数比は高くなり、売上高の減収率は小さくなるという仮説を立て、

これを検証する。 

   

 

図 3－3 は、新潟県中越地震において、観測した震度により市町村を分類しその地域の

対前年度比の観光客数の割合を調べたグラフ42である。このグラフにおいては、震度 6 強

の揺れがあった地域と震度 6 弱を観測した地域を 1 つとし、震度 6 強・弱の地域として分

類している。その理由としては、中越地震では震度 6 強を観測した市町村がわずかに 3 市

町村だけであり母数が尐なく客観性が低いと判断したためである。ゆえに震度 6 強と震度

6 弱の揺れを観測した地域をひとくくりとして対前年度比の観光客数の推移を調べた。ま

た、震度 7 を観測した地域は中越地震では新潟県川口町のみであり、震災以降の観光客入

込客数の調査がなされていないため、震度 7 の揺れを観測した地域における観光客減尐の

推移を表していないと判断した。以上を踏まえて、図 3－3 を見てほしい。 

                                                      
42 新潟県産業労働部観光振興課「平成 15 年度 新潟県観光動態調査・市町村別観光入込数」、新潟県産

業労働部観光振興課「平成 16 年度 新潟県観光動態調査・市町村別観光入込数」及び、新潟県「平成
17 年度 新潟県観光動態調査・市町村別観光入込数」
http://www.pref.niigata.lg.jp/koryu/1281989019356.html （2011/10/10） 
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このグラフから、強い揺れを観測した地域ほど対前年度観光客数比は低く、観光客の減

尐率は大きく、弱い揺れを観測した地域ほど対前年度観光客数比は高く観光客の減尐率が

小さいということは明らかである。特に地震が発生した翌月の観光客の落ち込みは、観測

した揺れが大きい地域ほど極端に減尐している。 

そこで、震度と観光客の減尐に明確な関係性があることを示すために回帰分析を行う。

なお、前述した理由により震度 7 は分析対象から除外している。 

 

 

 

 

図 3－4 は、震度ごと及び月ごとの対前年度観光客比と地震の震度の相関性を示してい

るグラフ43である。横軸の 4、5、6、7 の値はそれぞれ震度４、震度 5 弱、震度 5 強、震

度 6 強・6 弱を示していることに注意してほしい。具体的に地震発生の翌月である 11 月の

各震度と観光客の落ち込み数を分析してみる。それによると、震度が大きい地域ほど前年

度と比べた観光客数は低い（震度 6 強・6 弱を観測した地域では対前年比の 40％以下にま

で観光客数が落ち込んでいる）。一方、震度が小さいと前年度と比べた観光客数の割合は

高い（震度 5 弱や震度 4 以下の揺れを観測した地域では、対前年度比の 55%～70％程度し

か観光客数が落ち込んでいない）ことが読み取れる。この 11 月の線形を図示すると右下

がりの直線となり相関係数が約‐0.9 であり強い負の相関関係を示している。同様に、他

の月に関しても約‐0.9～約‐0.7 の相関係数を示しており強い負の相関関係が確認でき

る。ゆえに「強い震度を観測した地域ほど、地震の風評被害による観光客の減尐幅は大き

く、対前年度観光客数比は低くなり、それに伴い売上高の減収率も大きくなる。また震度

が弱い地域では、地震の風評被害による観光客の減尐幅は小さく対前年度観光客数比は高

くなり、売上高の減収率は小さくなる。」という私たちの仮説は正しいと結論付けた。以

上のことから、東日本大震災における地震の風評被害の大きさに関しても、観測した震度

                                                      
43 脚注 28 参照 
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図 3－4 震度と観光客減尐の相関図 

出典：新潟県観光動態調査平成 15 年度版・平成 16 年度版・平成 17 年度版より筆者作成 
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により地域ごとに異なっていると考えられる。そのため、震度ごとに異なる賠償方針を策

定すべきである。 

ここからは東日本大震災の各震度における地震の風評被害による減収分（観光客の減尐

分）を明らかにするために、中越地震において震度ごとに観光客の減尐率を分析してい

く。 

 

3－5 各地震における地域毎の観光客の減尐率 
 

3－5－1  震度 6 強・弱地域の分析44 

 

 

図 3－4 は、震度 6 強及び 6 弱を観測した地域における前年と比較した対前年度観光客

数比を示している。中越地震では、地震発生から 3 ヶ月間の観光客数の平均は前年同期の

53.5％であり、約 45％の観光客の減尐となっている。また地震の発生から 4 ヶ月目～6 ヶ

月目では、3 か月間の平均で前年同期の 67.3％と、およそ 30％の観光客の減尐が見られ

る。さらに地震発生から 7 ヶ月目～9 ヶ月目でも、およそ 10％の観光客の減尐となってい

る。 

今回の東日本大震災においてもこの値を適応し、地震発生から 3 カ月間は地震の風評被

害による観光客の減尐分を 45％としてこの値を割り引き、震災発生から 4 ヶ月目～6 ヶ月

目は 30％、7 ヶ月目～9 ヶ月目は 10％を地震の風評被害による観光客の減尐分として割り

引く。そしてそれ以降は、中越地震では観光客数がほぼ前年度の数値まで回復しているた

め地震の風評被害による観光客の減尐分は 0％とする。東日本大震災においても同様にと

らえ、もし震災発生から 7 ヶ月以上を経過しているにもかかわらず観光客の減尐がある場

合は、それは原発の風評被害による観光客の減尐としてすべて賠償する。 

なお、震度 7 に関しては前述したように、震度 7 を観測した地域は新潟県川口町のみで

あり、震災以降の観光客入客数統計が存在していないため、中越地震における震度 7 の

データは参考にできないと判断し、震度 7 の地域における地震の風評被害による減収分

（観光客の減尐分）は、震度 6 強・6 弱地域の値を代用する。震度 6 強・弱地域の分析と

                                                      
44 脚注 28 参照 

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

図3－5 震度6強・弱地域における観光客の推移

観
光
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数
の
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） (中越地震発生月からの月数)

出典：新潟県観光動態調査平成 15 年度版・平成 16 年度版・平成 17 年度版より筆者作成 
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同じように他の震度においても分析を行った。その分析結果をまとめたものが表 3－1 で

ある。表 3－1 は、3 ヶ月間ごとの中越地震以降の観光客数の対前年度比で示したものであ

る。3 ヶ月間ごとに期間を分けて観光客の落ち込みを調べた理由として、1 ヶ月ごとで

は、客観性に乏しくなってしまい、6 ヶ月では、観光客の落ち込みの変化、つまり地震の

風評被害の変化に対応できないと考えたからである。また、表 3－1 で、色を加えている

部分は、観光客の落ち込みが回復、又はほぼ回復した状態を表している。 

 

 

 

3－5－2 震度 5 強地域の分析 
 

表 3－1 が示しているように中越地震では、震度 5 強の揺れが襲った地域では地震発生

から 3 カ月間の平均で観光客数が前年同期の 56.3％にまで減尐しおよそ 45％の観光客の

落ち込みとなっている。また、地震の発生から 4 ヶ月目～6 ヶ月目では、3 ヶ月間の平均

で前年同時期の 87.9％と約 10％の観光客の落ち込みである。東日本大震災も中越地震の

時と同程度の地震による風評被害があったと考えられるため、地震発生から 3 ヶ月目まで

は地震の風評被害による観光客の減尐分として 45％を割り引く。また震災発生から 4 ヶ月

目～6 ヶ月目では地震の風評被害による観光客の減尐分として 10％を割り引く。それ以降

に関しては、中越地震では観光客数がほぼ回復したため地震の風評被害が収束したものと

考えられる。以上のことを踏まえ、東日本大震災においても同様に考え、震災発生から

7 ヶ月以上が経過しているにも関わらず観光客の減尐が見られる場合はすべて原発の風評

被害による観光客の減尐として賠償する。 

 

3－5－3 震度 5 弱地域の分析 
 

震度 5 弱の揺れを観測した地域では、地震発生後 3 ヶ月間の観光客数は平均して前年比

の 71.8％であるため、観光客の減尐は 30％程度である。今回の大震災においてもその値

を適応し、震災発生後 3 ヶ月間は観光客の減尐のうち地震の風評被害として 30％を割り引

く。それ以降は、中越地震では 3 ヶ月間を平均した観光客数が前年比の 95％を超えており

ほぼ回復していると考えられるため、地震の風評被害が収束していると推定される。その

ため、震度 5 弱を観測した地域では、東日本大震災でも中越地震と同様に地震の風評被害

は半年ほどで収束すると考え、震災発生から半年を経過しているにも関わらず観光客の減

尐が確認される場合は、原発の風評被害による観光客の減尐としてすべて賠償する。 

 

3－5－4 震度 4 以下の地域の分析 
震度 4 以下を観測した地域に関しては、中越地震では地震発生後 3 ヶ月間の観光客数が

平均して前年比の 84.4％に低下、およそ 15％の観光客の落ち込みが生じた。一方、地震

の発生から 4 ヶ月目～6 ヶ月目では、3 ヶ月間の平均で前年同期の 99.8％と観光客数は回

復し、それ以降の 3 ヶ月間の平均では観光客数が前年度を上回っているため、震災発生

4 ヶ月目以降は地震の風評被害は収束していると推察できる。そのため震災発生からの

表 3－1 中越地震における 3 ヶ月ごとの観光客の落ち込み 

出典：新潟県観光動態調査平成 15 年度版・平成 16 年度版・平成 17 年度版より筆者作成 

 

 

 

震度6強・弱
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震度4以下

109.50%
101.00%

53.50%
56.30%

84.40% 99.80% 119.50%

102.70%

122.40%
71.80%

67.30%
87.90%
95.80%

90.10%

98.70%
100.70%

発生月～3ヶ月目の平均 4ヶ月目～6ヶ月目の平均 7ヶ月目～9ヶ月目の平均 10ヶ月目～12ヶ月目の平均



ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１１発表論文 17h – 18th Dec. 2011 

28 

 

3 ヶ月間は、地震の風評被害による観光客の減尐分を 15％としてその値を割り引き、それ

以降に関しては、すべて原発の風評被害によるものとし賠償する。 

 

3－6 震度による賠償基準の例外地域 
 

2 章 2 節では賠償対象地域を確定し、3 節 3 項～3 節 5 節では地震の震度と観光客の減

尐の関係性に着目し、観測した震度別に異なる賠償方針を提示してきた。しかし、この震

度別の賠償基準を適用できない地域があるのではないかと私たちは考えた。その地域とは

福島県・栃木県・群馬県・茨城県・千葉県の 5 県であり、以下の 3 つの理由により震度を

基とする賠償基準を適用できないと判断した。 

1 つ目の理由として、上記の 5 県は地震報道の中心的な地域にならなかったことであ

る。中越地震においては、震度 7・震度 6 強・6 弱といった強い揺れを観測した地域はご

く狭い範囲に限られており、地震報道も揺れが大きく多数の被害が生じた同地域を中心に

行われた。そのため、マスメディアに大きく取り上げられた震度 7、震度 6 強・6 弱地域

では、地震の風評被害による観光客の減尐率が高く、それ以外の地域では地震の風評被害

による観光客の減尐率は低くなったと考えられる。だが今回の東日本大震災では、広範囲

に渡り強い揺れが観測し、震源地から遠く離れた群馬県・栃木県・茨城県なども震度 6

強・6 弱の強い揺れが襲った45。中越地震と同様に考えると震度 6 強や 6 弱を観測した群

馬・栃木などは、マスメディアが報道する中心地域になるはずである。しかし、実際は地

震や津波により多大な被害が発生した、宮城県や岩手県、そして福島第一原発が位置する

福島県がマスメディアに主に取り上げられ、群馬・栃木・茨城・千葉県の地震に関する報

道はほとんど行われなかった。 

                                                      
45 読売新聞（2011/03/11）「各地の震度・津波の高さ」

http://www.yomiuri.co.jp/feature/eq2011/shindo.htm （2011/10/31） 

http://www.yomiuri.co.jp/feature/eq2011/shindo.htm
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図 3－6 に注目してもらいたい。これは、東日本大震災発生から 1 か月間に「Yahoo!

ニュース」で掲載された震災関連の記事を、主要なトピックごとに分類し記事数を比較し

たグラフである46。宮城県・岩手県・福島県の地震の被害状況のニュース記事と茨城県や

千葉県の被害状況を報じている記事数と比較すると、前者の方が後者に比べて明らかに記

事数が多いことがわかり、マスコミの報道の中心が前者の地域であったことが示されてい

る。このグラフには栃木県や群馬県の地震の被害状況に関する記事数は掲載されていない

が、震災関連の記事をトピックごとに分類し、記事数の多い順に 1 位から 76 位までを順

位づけしたトピックに栃木県や群馬県の地震の被害状況は含まれていないため、群馬県や

栃木県の震災関連の記事数は限りなく尐ないということが判断できる47。図 3－6 の中で

もっとも記事数の尐ない千葉県は記事数順では 33 位48であるが、その千葉県の震災関連の

報道でさえ宮城・岩手・福島の記事数と比べて大幅に尐ないにも関わらず、まして順位外

の栃木県や群馬県は、圧倒的に報道量が尐ないことは明らかである。 

福島県に関しては地震の被害関連の記事も多いため地震の報道中心地域と考えることも

可能であるが地震の被害記事をはるかに上回る原発関連記事が存在している。そのため福

島県は地震の被害と原発の被害の両方の報道中心地域であったと言えるものの、地震関連

の記事よりも原発の被害に関連した記事がはるかに多いことから同地域では地震の風評被

害より原発事故により生じた風評被害の方が強いことが推定される。そのため、福島県に

おいても震度による賠諸基準とは異なる賠償基準が必要である。 

 

                                                      
46佐藤翔輔・今村文彦・林春男（2011）「東日本大震災に関するウェブ情報のアーカイブとその解析」

http://www.scraft.co.jp/04_company/0401_news/20110413_satoh.pdf#search （2011/10/26） 
47 同上 
48 同上 
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千葉県の震災被害

（記事間の重複あり） （数）

図３－６ 震災発生後1ヶ月間の主要トピックごとのニュース記事数
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要
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出典：東北大学大学院工学研究科附属災害制御研究センター「東日本大震災に関するウェブ情報のアー

カイブとその解析」資料より筆者作成 

 

 

http://www.scraft.co.jp/04_company/0401_news/20110413_satoh.pdf#search
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2 つ目の理由としては、前述の 5 県（福島県・栃木県・群馬県・茨城県・千葉県）は福

島第一原発事故の実被害が生じている地域であるためである。図 3－7 は、各地域で検出

された放射線量ごとに色分けしたマップになる。福島第一原子力発電所が立地している福

島県で高い放射線が検出されている一方で、群馬県、栃木県、茨城県、千葉県でも 1 ㍉

シーベルト～5 ㍉シーベルトといった比較的高い放射線を検出している地域が存在してい

る49。政府は、年間 1 ㍉シーベルト以上の地域であっても健康上問題がないとしている

が、福島・群馬・栃木・茨城・千葉の 5 県とその他の県を比較すると前述の 5 県の方が放

射線の値が高いため、その地域の観光を控える強い動機となるのは明らかである。 

                                                      
49 asahi.com 「社会・写真・図版」 

http://www.asahi.com/national/gallery_e/view_photo.html?national-pg/1011/TKY201110110145.jpg  
（2011/10/26） 

出典：asahi.com ｢社会・写真・図版｣ 

http://www.asahi.com/national/gallery_e/v

iew_photo.html?national-

pg/1011/TKY201110110145.jpg 

（2011/10/26） 

 

図 3－7 航空機から測定した各地の放射線量マップ 

http://www.asahi.com/national/gallery_e/view_photo.html?national-pg/1011/TKY201110110145.jpg
http://www.asahi.com/national/gallery_e/view_photo.html?national-pg/1011/TKY201110110145.jpg
http://www.asahi.com/national/gallery_e/view_photo.html?national-pg/1011/TKY201110110145.jpg
http://www.asahi.com/national/gallery_e/view_photo.html?national-pg/1011/TKY201110110145.jpg
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3 つ目の理由としては、上記の 5 県は、農産物の出荷制限がなされた地域であるからで

ある。福島県産のホウレンソウから基準値を超える放射線物質が検出されたことを皮切り

に、茨城県・栃木県・群馬県・千葉県産の農産物からも基準値を超える放射線が検出さ

れ、農産物の回収や出荷自粛、政府による出荷制限が行われた。どのような農産物が規制

されたかは表 3－2 のとおりである50。また、千葉県では 2011 年 4 月 4 日にもパセリや春

菊といった農産物が追加的に出荷制限となった51。このように、各県産の農産物から規制

値を超える放射線が検出されたことをマスメディアが大々的に取り上げ、原発事故の発生

初期から群馬・茨城・栃木・千葉は農産物から放射線が検出された県としてのイメージが

ついてしまった。観光や旅行の際は、地元の食材を食べる機会が増加するため食材から放

射線を検出した地域に観光・旅行することは避けられる傾向にある。 

以上の 3 点を考慮すると、これらの地域に関しては中越地震時の観光客の推移のデータ

から算出した地震の風評被害による減収分を適応することは難しいと判断した。そこで福

島県・茨城県・栃木県・群馬県・千葉県の 5 県は、地震に関しての報道がほとんどなされ

なかったことに着目して、中越地震時において地震による被害が尐なくマスメディアによ

りほとんど報道がなされなかった震度 4 以下の揺れを観測した地域の地震の風評被害によ

る観光客の減尐分を適応する。すなわち震災発生から 3 ヶ月間は、地震の風評被害による

観光客の減尐分を 10％としてその値を差し引く。それ以降に関しては、中越地震時は地震

の風評被害は収束したので、今回の震災においても同様に考えて、観光客の減尐により生

じた減収分はすべて賠償する。 

 

                                                      
50  消費者庁（ 2011/3/23 ）「食品の 出荷制限について」 http://www.caa.go.jp/jisin/seigen.html 

（2011/10/25） 
51  ( 財 ) 食 品 流 通 構 造 改 善 促 進 機 構 （ 2011/10/18 ） 「 出 荷 制 限 の あ っ た 地 域 と 品 目 」

http://yasaikensa.cloudapp.net/special.aspx (2011/10/30) 

千葉県 ホウレンソウ

茨城県

栃木県

群馬県

福島県
原乳・ホウレンソウ・かき菜・小松菜・チンゲン

サイ・キャベツ・白菜・レタスなど計16品目

ホウレンソウ・かき菜・原乳・パセリ

ホウレンソウ・かき菜

ホウレンソウ・かき菜

出典：消費者庁のホームページより筆者作成 

表 3－2 出荷制限となった農産物（2011 年 3 月 21 日時点） 

 

http://www.caa.go.jp/jisin/seigen.html
http://yasaikensa.cloudapp.net/special.aspx
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3－7 賠償額の基準となる貢献利益の算出方法 
 

次に 2 章 2 節で述べた賠償方針の問題点の中で第 3 の問題点として挙げた賠償額の基準

となる貢献利益の算出方法を貢献利益率並びに平均利益率を説明しながら分析していく。

まず東京電力は貢献利益を賠償対象の基準としているが、その貢献利益を算出する方法と

して、式 3－1 を用いている。また、貢献利益率の算出方法としては、式 3－2 を用いてい

る。 

  

 

式 3－1 貢献利益の算出方法 

出典：読売新聞(2011/9/22)「福島第一・第二原発事故の法人、事業者の主な賠償基準」52より著者作成 

 

 

式 3－2 貢献利益率の算出方法 

出典：読売新聞(2011/9/22)「福島第一・第二原発事故の法人、事業者の主な賠償基準」53より著者作成 

 

図 3－8 貢献利益の算出方法 

出典：「原発賠償 前年の粗利益が基準」『読売新聞』2011 年 9 月 28 日朝刊及び 

東京電力のホームページより筆者作成 
※2 青の枠線内が貢献利益率、紫の枠線内が平均利益率を用いた場合の算出方法の図である。 

 

図 3－8 は、自ら計算する貢献利益の算出方法と、平均利益率を用いた貢献利益の算出

方法を示している。図 3－8※2 では、貢献利益は平均利益率を用いた場合も貢献利益を自

                                                      
52 「福島第一・第二原発事故の法人、事業者の主な賠償基準」『読売新聞』2011 年 9 月 22 日朝刊 
53  同上 

＋130 万円 

－80 万円 

貢献利益率引用 

 

貢献利益 
300 万円 

 

 

 

 

前年 

売上高 
500 万円 

 

 

売上原価中の固定費 

(休業や減収となって

もかかる固定費) 

経費中の変動費 

(休業や減収でかか

らなくなる変動費) 
売上高 
×60％ 
(平均利益率) 

 

売上 

総利益 

250 万円 

売上原価 

250 万円 

平均利益率引用 

 

貢献利益 
300 万円 

貢献利益＝売上総利益＋売上原価中の固定費－経費中の変動費 

 

 

貢献利益率＝(売上総利益＋売上原価中の固定費－経費中の変動費)/売上高 
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ら計算した場合もどちらも 300 万円と同じ金額になっている。しかし実際の数値をあては

めると貢献利益には差が生じる。 

 

表 3－2 宿泊業、飲食サービス業の売上高及び営業費用―法人企業― 

出典：中小企業庁「中小企業実態基本調査、平成２１年度実績」より筆者作成 

 

表 3－2 は、東京電力が宿泊業の平均利益率である 60％（2 章 2 節「賠償方針の現状把

握」参照）を算出する際の基準となっている表である。平均利益率は、確かに表 3－2 の

平均利益率の 60％と近い 62.8%となっている。ここで、実際に表 3－2 の宿泊業・飲食

サービス業の売上高から貢献利益を算出する。その貢献利益の算出する方法には貢献利益

を自ら算出する場合と平均利益率を利用する場合の 2 通りあるが、貢献利益の計算式を利

用して日本全体の宿泊業・飲食サービス業の貢献利益額は式 3－3、平均利益率を使用して

求めた日本全体の宿泊業・飲食サービス業の貢献利益額は式 3－4 である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

売上高及び営業費用

宿泊業、飲食サービス業 500万円超 １千万円超 ３千万円超 ５千万円超 １億円超 ５億円超
法人企業 ～ ～ ～ ～ ～ ～

調査事項 １千万円 ３千万円 ５千万円 １億円 ５億円 １０億円
母集団企業数（社）   79 747   1 645   5 416   25 336   15 196   12 907   16 173   1 829   1 244

従業者数（人）  1 551 078   3 696   15 263   124 432   119 845   165 641   477 781   155 934   488 486

売上高  9 193 672   5 921   43 374   496 629   585 668   869 815  3 137 976  1 268 677  2 785 612

売上原価合計  3 424 381   2 009   14 585   167 397   197 252   303 623  1 055 601   468 572  1 215 344

　　　商品仕入原価  1 031 722    337   3 614   45 445   50 225   93 814   309 645   138 982   389 660

　　　材料費   515 650    218   2 093   18 970   23 424   33 046   169 044   69 517   199 337

　　　労務費   374 107    43    194   2 669   4 375   13 607   79 875   53 472   219 871

　　　外注費   93 350    0    40    170    823   2 071   41 532   29 369   19 344

　　　減価償却費   29 704    41    82    853   1 484   2 670   11 933   3 460   9 180

　　　その他の売上原価  1 379 849   1 370   8 561   99 290   116 920   158 415   443 571   173 771   377 952

売上総利益  5 769 291   3 913   28 790   329 232   388 416   566 191  2 082 375   800 105  1 570 268

平均利益率

(売上総利益÷売上高×100)

貢献利益率

※1「原価の固定費－経費中の変動費」は原価中の固定費の中でも休業や減収によってもかかる労務費と減価償却費とする。

65.1

67.0

宿泊業，飲食サービス業　(100万単位)

計
500万
円
以下

１０億円超

62.8 66.3 66.3

※1(売上総利益＋原価の固定
費－経費中の変動費）÷売上

高       ×100)

67.1 67.5 67.0 67.0 67.3

66.1 66.4

69.3 67.6 64.6

66.4 63.1 56.4
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式 3－3 貢献利益率を用いた貢献利益の算出例 

※売上原価中の固定費－経費中の変動費＝労務費※3＋減価償却費※454とする。 

 

 

  

 

 

式 3－4 平均利益率を用いた貢献利益の算出例 

 

式 3－3 より、貢献利益を自ら算出した日本全体の宿泊業・飲食サービス業の貢献利益

額は 6 兆 1731 億円となることがわかる。一方、式 3－4 のように平均利益率を用いて算出

した貢献利益は 5 兆 5162 億円となることを示している。両者の間には 6568 億円もの差

が生まれる。確かに、この差額は日本全体の宿泊業・飲食サービス業の数値ではあるが、

東北や関東地方の観光産業（宿泊業や飲食サービス業を含む）に限定した場合でも、貢献

利益を自ら算出して用いる場合と平均利益率を用いる場合では、貢献利益額の差は大きい

と言える。またその差が生じる理由は、平均利益率には休業や減収となっても必ずかかる

コストである労務費や減価償却費を含まないからである。よって私たちは、貢献利益の算

出方法に平均利益率を用いることが出来ないと結論付ける。次に表 3－2 から休業や減収

となっても必ずかかるコストである労務費や減価償却費を含めている貢献利益率を見てい

く。すると貢献利益率は 67.1％となり平均利益率は 62.8％と 4.3%の差が生じる。さらに

東京電力が提示した 60％の平均利益率と貢献利益率を比べると 7.1%の差がある。賠償額

は売上高に平均利益率または貢献利益率を掛けることで算出される。そのため、賠償額の

算定基準に平均利益率 60％を採用するか貢献利益率の 67％を採用するかにより賠償額は

大きく異なることが明白である。このことにより、私たちは貢献利益率 67％を貢献利益の

算出方法として用いるべきだと結論付けた。 

 

3－8 終節 
 

本章では、まず前章で明らかにした東京電力の賠償方針の第 1 の問題点である賠償対象

地域をどう選定するかについて分析を行い、賠償対象地域を東北地方・関東地方の計 10

県に決定した。次に第 2 の問題点である地震の風評被害による減収分の決定方法を、震度

と地震の風評被害には相関性があるという仮説に基づいて、中越地震時の観光客の減尐の

                                                      
※3 労務費とは、製造工程又は業務の直接部門に属する従業者の賃金、給料、雑給、従業員賞与手当、

退職給付費用などの総額である。54 

※4 減価償却費とは、製造工程又は業務の直接部門で使用する有形固定資産及び無形固定資産の取得原
価を使用する期間や耐久年数に応じて配分した費用の総額。54 

54中小企業庁(2010)「中小企業実態基本調査 用語の解説」 

http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/chousa/kihon/index.htm (2011/10/30) 

貢献利益＝売上総利益＋(売上原価中の固定費－経費中の変動費) 

＝売上総利益＋(労務費＋減価償却費) 

＝5,769,291＋374,107+29,704 

=6,173,102（6 兆 1731 億円） 

 

貢献利益＝売上高×0.6(東京電力が出した平均利益率 60％) 

    ＝9,193,672×0.6 

   ＝5,516,203.2（5 兆 5162 億円） 

 

http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/chousa/kihon/index.htm
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データから東日本大震災における地震の風評被害による観光客の減尐分を推定した。そし

て、次に東京電力が策定した賠償方針の第 3 の問題点である賠償額の基準となる貢献利益

の算出方法について、貢献利益を自ら算出する場合と平均利益率と用いる場合を比較する

ことによりその 2 つの算出方法には差が生じることを明らかにし、平均利益率を用いるこ

とができず貢献利益率を用いるべきだという結論を導いた。4 章では、本章の分析を踏ま

えて私たちが考える原発の風評被害により生じた観光産業に対する損害の賠償方針を提言

する。 
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第4章  政策提言        

－復興に繋がる賠償－ 

4－1 賠償方針 
 

 4－1－1 前提 
 
 まず私たちの賠償方針の前提を述べる。賠償する主体は、東京電力とする。東日本大震

災以降の観光産業の減収分は、地震の風評被害による観光客の減尐に起因する減収分と原

発事故の風評被害による観光客の減尐に起因する減収分の合計である。そのため、地震の

風評被害による観光客の減尐のために生じた減収分を全体から差し引くことによって、原

発事故の風評被害による減収分、つまり賠償額が明らかになると考える。 

また、観光産業の定義は、検証した結果、特に問題がないと判断したので東京電力の賠

償方針の基となっている原子力損害賠償紛争審査会の定義を用いる。つまり、観光産業と

はホテル・旅館・旅行業等の宿泊関連産業から、レジャー施設や文化・社会教育施設、観

光地での飲食業や小売業まで含んでいる。 

加えて、賠償の支払いは 3 ヶ月ごとに行うものとする。理由としては、毎月では賠償額

の支払いは手続きが複雑で煩雑になり、6 ヶ月間では期間が長すぎ観光産業の経営を支え

ることができないと考えたからである。 
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4－1－2 賠償対象地域 
 
 賠償対象地域は、3 章 2 節で述べたように東北 6 県、すなわち青森県・岩手県・秋田

県・宮城県・山形県・福島県、そして関東地方の栃木県・群馬県・茨城県、千葉県の計 10

県とする。 

 

4－1－3 地震の風評被害による減収分 
 

 地震の風評被害による減収分は、3 章 3 節～6 節で分析した内容の通りとする。その賠

償内容をまとめたものが表 4－1 となる。以下の表にしたがって、震災以降の観光客の減

尐による減収から地震の風評被害による観光客の減尐に伴う減収分を差し引くことで、原

発事故による風評被害による減収分、つまり賠償額を決定する。 

 

 

 
 

4－1－4 賠償額の基準となる貢献利益の算出方法 
 

3 章 7 節で述べたように、貢献利益を自ら算出した場合と、平均利益率を用いて貢献利

益を算出した場合では貢献利益に差が生じ、それにより賠償額にも開きが生まれる。平均

利益率と貢献利益率では、原価中の固定費（観光客の有無にかかわらず発生する費用）も

考慮している貢献利益率の方が賠償基準となる貢献利益を正確に推定できるため、平均利

益率ではなく貢献利益率を基に賠償額を算定することを提案する。また、貢献利益率は、

旅行業や飲食業で異なるため業種ごとの貢献利益率を用いて賠償額を算出する。（宿泊業

では貢献利益率は 67％である。） 

 

表 4－1 震度別・時間経過別の地震の風評被害による減収分 

（筆者作成） 

発生月 2ヶ月目 3ヶ月目 4ヶ月目 5ヶ月目 6ヶ月目 7ヶ月目 8ヶ月目 9ヶ月目 10ヶ月目 ・・・・・
3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 ・・・・・

福島県・栃木県・
群馬県・茨城県・

千葉県

震度関係なし 地震の風評被害15％

地震の風評被害30％

地震の風評被害10％

地震の風評被害0％

地震の風評被害0％

地震の風評被害0％

震度4以下

地震の風評被害45％

地震の風評被害45％

地震の風評被害30％ 地震の風評被害0％

地震の風評被害10％ 地震の風評被害0％

福島県を除く東北
5県でそれぞれの
震度を観測した市

町村

地震の風評被害15％

対象
時間経過
2011年

震度5強

震度7・6強・6弱

震度5弱
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4－2 財源問題 
 

4－2 財源問題 
 
 本稿では、東京電力の観光産業への賠償は、福島第一原子力発電所事故により発生した

風評被害により被った損害に対しての損害賠償ということもあり、東京電力は資金が足り

ないからという理由でそれを免れることはないという立場である。そのため、基本的には

東京電力がすべての賠償責任を持っていると考える。しかし、東京電力による賠償は観光

産業に対するものだけではなく農畜産業・漁業・原発 20 ㎞圏内の住民の生活補償など多

岐に渡っており賠償額も莫大であり、一時的には東京電力の財務能力を超えていることも

事実である。国による援助がなければ東京電力は多額の賠償金を調達するために電気料金

を値上げする可能性が高く、電気料金の値上げは国民に負担を強いる形になり強い反発が

予想される。そこで私たちは、実際に負担する主体は東京電力とするものの、現段階で東

京電力が賄いきれない賠償額分は国から借り受ける形で被災者に対して賠償を行い、その

賠償額分を東京電力が政府に長期間にわたって尐しずつ返済していく形式を提案する。図

4－1 のように一時的には総賠償額は莫大であっても長期にわたり尐しずつの返済であれば

1 年あたりの東京電力の負担額は減尐し電気料金の値上げや経営破綻を防ぐことが十分可

能である。 

 

 
 
 

 

 

  返済   返済   返済   返済 

政府からの借り

入れ 

政府に借り受けた金額を毎年返済 

不
足
し
て
い
る 

賠
償
額 

被害者への賠償 

1 年目   2 年目   3 年目   4 年目 

図 4－1 賠償金の流れ （筆者作成） 
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4－3 事例研究 
 

本節では、具体的な事例を挙げ、東京電力の賠償方針と私たちの提言する賠償方針

を用いた場合、観光産業に支払われる賠償額がどれほど変化していくか考察してい

く。 

 

事例① 

 秋田県 T 市にあるＡホテルは東日本大震災の時に震度 5 強の揺れを観測した。震災発生

以降、宿泊客数が大幅に減尐し経営が苦しい状態が続いている。売上高の推移は以下の図

の通りである。 

 
 

東京電力の現行の賠償方針においては、秋田県は賠償対象地域に含まれていない。原発

事故と観光客の減尐による売り上げの低下に相当な因果関係があることが証明できれば賠

償をしてもらうことは可能であるが、基本的には賠償をしてもらうことは難しい。ゆえ

に、東京電力の賠償方針では事例①の場合、A ホテルは、一切賠償をしてもらえない、つ

まり賠償額は 0 円である。 

また私たちの賠償方針により賠償額を算出してみる。  

① 売上高の減尐には、地震の風評被害による減尐分が含まれているため、まずこの減

尐分を差し引き原発事故の風評被害による減尐分を求める。2011 年 3 月では、前年

と比べると売上高は 60％落ち込んでいる。表 4－1 から私たちの推定した 2011 年 3

月時点の地震の風評被害の減収分を見てみるとその値は 45％であり、原発の風評被

害による減収分は 60％－45％＝15％となる。 

② 次に前年度の売上高に貢献利益率を掛けることで賠償額の基準となる貢献利益を求

める。2011 年 3 月の貢献利益は、前年の売上高 500 万に宿泊業の貢献利益率である

67％を掛けた額 335 万円が賠償を算出する基準値なる。 

図 4－2 A ホテルにおける前年と本年の売上高の推移 （筆者作成） 
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③ 賠償額の基準値である 335 万円に原発の風評被害による減収分 15％を掛けた約 50

万円が 3 月分の賠償額となる。 

④ 同様の方法で 4 月分・5 月分・6 月分を計算すると 3 月から 6 月の 4 か月間の賠償

額は合計でおよそ 168 万円を賠償してもらうことが可能である。 

 

事例② 

 福島県にある B 旅館は、原発事故以降観光客が大幅に減尐している。地震や津波による

直接的な被害は皆無であり、観光客を受け入れる機能は震災以降も有している。B 旅館の

売上高の推移は以下の図の通りである。 

 

 

 

東京電力の賠償方針によりまず 2011 月 3 月分の賠償額を推定してみる。東京電力の賠

償方針では、地震の風評被害による減収分を 20％としている。全減収分の 75％から地震

の風評被害分 20％を差し引き、残りの 55％が原発の風評被害被による減収分であり賠償

分である。また、賠償の基準値となる貢献利益を前年の売上高 800 万円に平均利益率

60％を掛けることで算出している。この場合貢献利益は、480 万円になる。償額の基準値

である 480 万円に原発の風評被害による減収分 55％を掛けた約 264 万円が 3 月分の賠償

額となる。同様の方法で 4 月分・5 月分・6 月分を計算すると 3 月から 6 月の 4 か月間の

賠償額は合計でおよそ 522 万円を賠償してもらうことができる。 

一方私たちの賠償方針を用いて 2011 年 3 月～6 月までの 4 か月間の賠償額を算出する

とおよそ 759 万円となりこの額を賠償してもらうことが可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

図 4－3 B 旅館における前年と本年の売上高の推移 （筆者作成） 
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上の表 4－2 は事例①・事例②の場合における賠償方針による賠償額の違いを示した表

である。私たちの賠償方針を用いた場合、東京電力の賠償方針より賠償額が大幅に増加す

るので、原発事故の風評被害により損害を被った観光産業はその損害を十分に賠償しても

らうことが可能になる。そのため、私たちの提言する賠償方針により東京電力に本来すべ

きである賠償を全うさせることができると結論付ける。 

4－4 提言の優位性 
本節では、4 章 1 節、2 節で提示した私たちの提言する賠償方針と東京電力の賠償方針

を比較して私たちの提言の成果を明らかにする。 

1 つ目の成果は、本稿では東京電力の賠償方針より対象地域を広げたため、多数の観光

産業が福島第一原発事故の風評被害により被った損害を賠償してもらえる可能性を高くな

るという点である。損害賠償という観点から、損害を与えた場合に賠償することは当然で

ある。本来賠償されるべきであったが東京電力の賠償方針では賠償されなかった観光産業

を、新たに賠償対象に含めることで彼らを救うことができ東京電力に本来するべき賠償を

全うさせることができるのである。 

2 つ目の成果としては、新潟県中越地震を参考に地震の風評被害による観光客の減尐分

を推定し、震度と地震発生からの時間経過により地震の風評被害による減収分を柔軟に変

化させた点である。東京電力の賠償方針のように、地震の風評被害をどの地域においても

また震災発生からの時間経過を無視して一定の減収分を差し引くことにより生じた観光産

業からの強い批判と著しい不公平感を緩和することができる。 

3 つ目の成果は、平均利益率ではなく貢献利益率を用いることで、観光産業において原

発の風評被害による減収分への賠償に、原価中の固定費から経費中の変動費を引いた額も

含めることができるという点である。こうすることで、観光産業が自ら貢献利益を算出す

る場合も、貢献利益率 67％を用いて算出する場合にも原価中の固定費から経費中の変動費

を引いた額（休業や減収となっても必ずかかるコスト）を賠償額に含めることができ、本

来するべき賠償額分を東京電力に賠償させることができる。 

 つまり 2 章 2 節で述べた東京電力が策定した賠償方針の 3 つ問題点を解決できるという

点が、本稿の成果である。 

 

 

表 4－2 賠償方針による賠償額の違い 

出典：東京電力の賠償方針及び私たちの賠償方針から筆者推計 

事例①（Aホテル）
事例②（B旅館）

賠償額
賠償額の差

168万円
237万円

東京電力の賠償方針 私たちの賠償方針
0万円

522万円
168万円
759万円
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第5章  結論 

5－1 終わりに 
 

本稿では、私たちの第一の理想状態である「本来賠償されるべき原発事故の風評被害に

よる減収分が賠償された状態」を達成するために、東京電力の賠償方針の問題点を改善し

適切な賠償方針を提示し東京電力に本来するべき賠償を全うすることを促すことを目的と

定め、本稿を執筆した。1 章では、被災地における観光産業の重要性と風評被害について

把握し、2 章では東京電力の観光産業に対する賠償方針を明らかにし、そこから導き出さ

れた 3 つの問題点から本稿の問題意識「原発事故の風評被害に起因する観光客の減尐によ

る減収に苦しんでいる観光産業に対して、東京電力はどのような賠償を実施すべきか」を

形成した。3 章では、その問題意識に答えるために 3 つの問題点を分析し、政策のあるべ

き姿を考察した。そして 4 章では、3 章で述べた 3 つの問題点の解決方法を踏まえたうえ

で、私たちの政策提言を行いその提言を以って、問題意識に回答しかつ私たちの第一の理

想状態を達成し、本稿の目的を達成することができると考える。また本稿の目的を達成す

ることにより、被災地観光産業の経営継続のために必要な資金を確保して、私たちの最終

的な理想状態とする「観光客が旅行をする時の選択肢の一つとして被災地域が含まれる状

態」を達成する足がかりとなることもできる。 

 

5－2 今後の課題 
 

私たちの提言では、2 章 2 節で述べた東京電力が策定した賠償方針の 3 つ問題点を解決

できるが、一方で賠償対象地域が拡大するため東京電力が行う賠償額が大幅に増加し東京

電力が支払い切れないという事態の発生が考えられる。確かに一時的には東京電力の財務

能力を超える賠償額となるが、被害者へ支払う賠償金を政府に一旦、肩代わりしてもらう

という私たちの提言する方法で解決できると考える。また、この方法であれば賠償額の不

足分を捻出するために東京電力が電気料金の値上げすることを防ぐことができ、政府に対

して長期にわたって賠償金を返済していくことで１年あたりの東京電力の負担額を減尐さ

せ、東京電力が経営破綻に陥る可能性も減尐させながら、東京電力に賠償責任を果たさせ

ることが可能である。しかし、具体的な政府への返済期間などについては本稿では触れて

いないためそれについては今後検討していきたいと思う。 

また、本提言では原発事故による風評被害の賠償期間に期限が設けられておらず、どの

くらい賠償金を支払うことになるかの予想をつけにくく、いつまで賠償を続けるかが不明

確となっている。ただし、原発事故が収束しない限り、放射能漏れが再発し風評被害が再
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び強まる可能性もある。その点を考慮すると現段階では賠償総額や期限を限定できないと

判断しこれも今後の課題とする。さらに、外国人観光客に関しては本稿ではほとんど扱っ

ていないため、今後考えていく必要がある。 

最後に、東京電力から 2011 年 10 月 26 日に発表された新たな観光産業への賠償方針が

示されたことを述べておきたい。賠償方針に対して観光産業から強い批判や不満が相次い

でいることを受けて東京電力は賠償方針の変更を余儀なくされたのである。本稿では締め

切りの関係上、新たな東京電力の賠償方針を分析することができなかった。そのため、こ

の点も今後の課題として明記しつつ、本稿を終えたいと思う。 
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http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kaihatu/016/houkoku/__icsFiles/afieldfile/2011/08/17/1309452_1_2.pdf
http://www.yomiuri.co.jp/feature/eq2011/shindo.htm
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/mnews/20110922-OYT8T00399.htm

