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研究成果の概要（和文）：災害によって発生する風評被害軽減のためのパラメトリック保険の設計を行う際に必要な計
画情報を得るために、東日本大震災後に宿泊施設を対象としたアンケート調査を実施し、震災によって発生した宿泊需
要変化の要因分析を行った。災害が発生しなかったとしたら、実現していたと考えられる潜在宿泊需要と、復旧・復興
活動に伴う需要の増加を控除した実宿泊需要との差を計量化することで、地震動の大きさや津波被災の程度などの実被
害に加えて、福島ダミーやホットスポット等、原子力災害に関連した要因が需要の減少を有意に説明しうることを定量
的に示した。

研究成果の概要（英文）：In order to obtain planning information for designing parametric insurance to 
mitigate losses caused by harmful rumors after disasters, questionnaire surveys for accommodation 
industries are carried out after the Great East Japan Earthquake and Tsunami, factor analysis of changes 
of accommodation demands are conducted. By estimating differences between potential demand which could be 
realized if the disaster might not take place and effective demand which does not include accommodation 
demand derived from the recovery related activities, it is found that decrease of accommodation demands 
after the disaster can be explained not only by the direct impact of the disaster such as strong ground 
motion and Tsunami depth but also by the information related to the nuclear power plant accident.

研究分野： 災害経済分析

キーワード： 東日本大震災　宿泊需要　風評被害
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１．研究開始当初の背景 
自然災害や感染症の大流行などの発生時

には瞬時に様々な報道がなされ、結果として
必ずしもリスクがない商品や観光地までリ
スクがあるとみなされて、需要の過剰な現象
が発生するという風評被害の発生が問題視
されていた。 
研究開始当初は東日本大震災が発生する

前であり、過去の災害時の宿泊需要の変化を
報道との関係で説明するモデルの作成のた
めのデータ整備にあたっていた。 
研究開始１年目に東日本大震災が発生し

たことから、研究対象を東日本大震災に関連
する宿泊需要の減少により焦点を当てて研
究を進めることとした。 
 
２．研究の目的 
災害によって発生する風評被害軽減のため
のパラメトリック保険の設計を行う際に必
要な計画情報を得るために、東日本大震災後
に宿泊施設を対象としたアンケート調査を
実施し、震災によって発生した宿泊需要変化
の要因分析を行う。災害が発生しなかったと
したら実現していたと考えられる潜在宿泊
需要と、復旧・復興活動に伴う需要の増加を
控除した実宿泊需要との差を計量化するこ
とで、地震動の大きさや津波被災の程度など
の実被害に伴う需要の減少に加えて、原子力
災害に関連した風評被害が需要の変化に及
ぼす影響を計量化する。 
 
３．研究の方法 
（1）研究の手順 
図-1 に本研究の手順を示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-1 研究の手順 
まず、東日本各県における宿泊業に対するア
ンケート調査及び政府統計（宿泊旅行統計調
査及び各県の観光入込客数調査等）のデータ

を収集した。その上で、アンケート調査結果
から、復旧復興活動に関連した宿泊需要を推
計する。併せて、政府統計から市町村別の四
半期別の宿泊者数を推計する。東日本大震災
が発生しなかったとしたら実現したはずの
潜在需要（宿泊客数）を前年同期の値と同一
であると仮定し、潜在需要と復旧復興活動に
関連した宿泊需要を控除した実宿泊需要と
の差を求めた。ハザードや原発事故に伴う情
報や宿泊施設の属性等のデータを用いて、需
要の減少の要因を重回帰分析によって求め
た。 
  
（2）アンケート調査 
青森県から長野県に至る東日本各県のホ

テル、旅館、簡易宿泊施設を対象として 2012
年11月12日～12月7日にアンケート調査（配
布数 3000 通、回収数 747通、回収率（24.9％））
を行った。 
主な質問項目は以下のとおりである。 
問 1 回答宿泊施設の属性に関する設問 
問 2 震災による直接被害に関する設問 
問 3 回答宿泊施設の復旧に関する設問 
問 4 復旧，復興支援に関する設問 
問 5 需要に関する設問 
問 6 震災対策に関する設問 

 問 1では回答宿泊施設の形態（旅館・ビジ
ネスホテル等）や規模，周辺の観光資源につ
いて尋ね，回答宿泊施設がどういった属性を
持つのかを知ることを目的とする．問 2，問
3 では建物被害と建物以外の設備被害，ライ
フラインの復旧状況，稼働可能であった客室
数等についての設問があり，震災後，どのよ
うな状況にあったのかについて尋ねている．
これにより，サービスの供給水準の復旧状況
を把握する．問 4は回答宿泊施設が行ったボ
ランティアや被災者への援助について尋ね，
問5では震災前後の需要の変化や復興需要の
有無，その大きさについての設問が存在する．
最後に問6で過去に実施した，もしくは将来，
実施予定の震災対策について尋ねている． 
 問 5の設問 5-2 において復興需要（ボラン
ティア，建設業等）を目的とする人々による
当該宿泊施設の利用状況について問ってい
る。得られた回答を本研究では表-1 に示すよ
うに結果を数量化して分析した． 
 
表-1復興需要についての回答に対する本研究で

の取り扱い 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
４．研究成果 
(1) 復旧復興活動に関連した宿泊需要推定 
図-2 に、ボランティアや建設業等を目的と

する人々による宿泊需要（復旧復興活動関連
宿泊需要）の推計結果（潜在需要に対する比
率）を示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-2 復旧復興活動関連宿泊需要の推移 
 
この図から、復旧復興活動関連宿泊需要は太
平洋沿岸部を中心に震災直後から発生し，時
間の経過とともに徐々に小さくなってきて
いるが，2011 年末の時点においても岩手県，
宮城県，福島県の沿岸部では依然として復興
需要の割合が高いことがわかる。 
 
(2) 復興需要を控除市町村別の宿泊需要の

変化 
政府統計を用いて、案分計算等により市町

村別の宿泊者数を推計し、そこから復旧復興
活動に関連した宿泊需要を控除して震災に
よる影響を分析した。その結果を図-3 に示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-3 市町村別の震災による実宿泊需要の増減
（復旧復興活動関連宿泊需要控除後） 

 
この図より、同県内においても震災の影響

は市町村により異なることがわかる．岩手県，
宮城県，福島県の沿岸部に大きな需要の減少
が集中していることがわかるが、それだけで
なく福島西部，栃木北西部，新潟東部にわた
る内陸部の地域においても需要が減少して
いることがわかる。またこれらの地域では他
の地域よりも比較的震災による需要の減少
が長期的に継続しており、地域内の直接被害
が比較的軽微であったことを考慮すると特
に 2011 年後期において風評被害の影響が需
要減少量に対して支配的になっている可能
性が示唆される。 

(3) 震災による需要減少の要因分析結果 
推計された需要の変化を被説明変数とし

て重回帰モデルを推定することで，需要減少
の要因分析を行った。分析に用いた説明変数
は表-2 に示すとおりである。 
 

表-2 分析に用いた説明変数 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
重回帰分析の結果を表-2、表-3 に示す。パ

ラメータが正の値を示した場合，その変数は
宿泊需要を増加させる方向に働くことを意
味し，逆に負の値を示す場合，宿泊需要を減
少させる方向に働くことを意味する．以下で
は 2011 年 3 月を第 1 期，2011 年 4 月～6 月
を第 2期，2011 年 7月～9月を第 3期，2011
年 11 月～2012 年 2月を第 4期とする． 
 

表-3 2011 年 3 月の宿泊需要変化に対する重回
帰分析の結果 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



表-4 重回帰分析による要因分析結果のまとめ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 まず「従業員数」は第 2期と第 3期におい
てパラメータが正の値をとっており，これは
従業員数の多く規模の大きな宿泊施設ほど
需要が増加することを表していると考えら
れる．観光資源に関する説明変数では「水族
館等」，「アウトドア活動」の説明変数がそれ
ぞれ第 1，2，3 期，第 1，2 期において有意
に負の値をとっている．これには特にスキー，
ゴルフ等の活動が震災後，自粛されたことに
よる宿泊客の減少の影響が考えられる．とく
に多くのスキー場は東日本大震災が発生し
た 3 月 11 日をもってシーズンを終えたこと
がアンケート調査から明らかとなっている．
これらの変数は時間経過と共にパラメータ
が有意性を失うため，自粛による影響が 2011
年の秋から冬にかけて解消されている可能
性が示唆される．一方で「温泉」，「社寺・城
郭」の説明変数はそれぞれ全期間，第 4期に
おいて有意に正の値を示しており，これらの
観光資源は他の観光資源に比べ，震災による
需要減少の影響を受け難いと考えられる．
「ビジネス」の説明変数も第 1，2 期で有意
に正の値を示し，ビジネス目的で利用される
宿泊施設は震災による需要減少の影響が比
較的小さくなることが本章でもわかった．

「ビジネス」の説明変数が第 3，4 期におい
て有意でなくなっているため 2011 年の秋頃
には主にビジネス中心の宿泊施設と観光中
心の宿泊施設に差がなくなっていることを
表していると考えられる． 
 ハザードに関する説明変数では「津波浸水
エリアまでの距離」と「震度」が全期間に渡
りそれぞれ有意に正の値，負の値を示した．
これは津波浸水エリアから離れるほど需要
は増加し，宿泊施設の震度が増大するにつれ
需要の減少が増加するという比較的妥当な
結果が得られた．また「福島県に立地」，「ホ
ットスポット」の説明変数は共に第 1，2 期
において有意に負の値を示しておりホット
スポットの地域，または福島県内であれば需
要が減少することを示している．これは風評
被害による需要減少が原因である考えられ
る．  
(4)まとめ 
以上の分析を通じて，震災による需要の減

少や，復興需要による被害の軽減効果が時
間・空間的に明らかとなった．震度が小さく，
観光資源や周辺のインフラ被害のない地域
における需要の減少は風評被害と呼べるも
のである．本研究によって、地震動の大きさ
や津波被災の程度などの実被害に伴う需要
の減少に加えて、原子力災害に関連した風評
被害が需要の変化に及ぼす影響を計量化す
ることが可能となった。 
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