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　より身近な経済に関する事象や出来事を平易に解説するコーナーです

鳥インフルエンザが日本経済に及ぼす影響

～米狂牛病と合わせれば、2004 年度の名目ＧＤＰを 5,768 億円押し下げ～

経済調査部  永濱 利廣

（要旨）

●前回の狂牛病は2001年度の名目ＧＤＰを▲5,778億円押し下げ

  鳥インフルエンザの感染により、日本政府はタイ・中国・米国産の鶏肉の輸入を相次いで停止す

る措置を取った。これを受けて、米国産牛肉輸入禁止と相俟って、肉・魚介類等の食品価格への影

響が広がりつつある。こうした価格の上昇は、食料品の消費抑制や輸入金額の拡大といった経済活

動の変化をもたらし、生活者や関連する食品供給業者の業績に影響を及ぼす。

  2001 年９月に国内で初めて狂牛病に感染した牛が発見された時は、消費者の間で牛肉の購入が

○鳥インフルエンザの感染により、日本政府はタイ・中国・米国産鶏肉の輸入を停止した。こ

れを受けて、狂牛病による米国産牛肉輸入禁止と相俟って肉・魚介類等の食品価格への影響

が広がりつつある。こうした価格の上昇は、食料品の消費抑制や輸入金額の拡大といった経

済活動の変化をもたらし、生活者や関連する食品供給業者の業績に影響を及ぼす。

○今後も消費現場で米狂牛病による大きな混乱が起きず、牛肉輸入量の約 45％（約 24 万トン）

を占める米牛肉の約半分が豪州産や国産牛肉で代替可能になれば、輸入停止に伴う肉類価格

の上昇が長期化しても、2004 年度の名目ＧＤＰを▲2,401 億円（▲0.05％ポイント）程度押

し下げるにとどまる。

○しかし、鳥インフルエンザにより鶏肉輸入量の約 66％（約 43 万トン）を占めるタイ・中国・

米国産鶏肉も輸入停止となれば、肉類の他に魚介類等へも代替消費が進む。結果として、肉

類や魚介類等の価格の更なる上昇を促し、経済への悪影響が更に拡大する可能性がある。

○鳥インフルエンザが今後の日本経済に与える影響としては、米国産牛肉とタイ・中国・米国

産鶏肉の輸入停止が続き、牛肉と鶏肉の供給不足が起こったままの場合、個人消費と輸入の

合計で名目ＧＤＰが▲5,768 億円（▲0.12％ポイント）程度押し下げられる。牛肉と鶏肉の

輸入停止が半年で解消する場合でも、名目ＧＤＰが▲2,884 億円（▲0.06％ポイント）程度

押し下げられる。いずれのケースも、肉・魚介類の価格上昇により消費が抑制され、代替品

となる肉・魚介類の輸入金額が増加する。

○牛肉の輸入停止に比べると、鶏肉輸入停止が日本経済へ与える影響は輸入量が多い分若干大

きい。両者の影響が重なれば、前回の狂牛病とほぼ匹敵する影響に拡大する。特に、食肉供

給に関連している分野では影響が深刻だ。

○更に、アジア諸国の鳥インフルエンザ被害が拡大すれば、アジア向け輸出や海外旅行の減少

を通じて影響が拡大するものと思われる。また、国内でも感染者が発見されることなどによ

り消費現場に大きな混乱が起これば、影響は一層深刻となろう。



極端に控えられた。肉類の消費額は 2001 年度に前年比▲7.6％と落ち込み、中でも牛肉は 2001 年

度が同▲24.6％と大きく減少した（資料１）。

  また、前回の狂牛病は肉類の輸入金額にも影響を及ぼした。牛肉輸入額が 2001 年度に同▲11.8％

と大きく落ち込んだが、豚肉や鶏肉といった代替品の輸入がそれぞれ同＋24.8％、同＋33.6％と大

きく増加し、結果として肉類の輸入総額は同＋10.4％の増加となった（資料２）。

  以上より、前回の狂牛病は、肉類消費の落ち込みにより 2001 年度の個人消費を▲3,533 億円押

し下げ、狂牛病と直接関係ない豚肉や鶏肉輸入の増加により、2001 年度の輸入額を＋878 億円押し

上げた。これに企業や家計の所得が減少することを通じた二次的な波及効果も含めれば、前回の狂

牛病は 2001 年度の名目ＧＤＰを▲5,778 億円（▲0.12％）押し下げたと推測される。

●米牛肉の輸入停止長期化だけなら、2004年度の名目ＧＤＰは2,401億円減少

  今回の狂牛病が日本経済に与える影響を（１）米国産牛肉の輸入停止措置が続き、牛肉の供給不

足が起こったままの場合、（２）米国産牛肉の輸入停止措置が半年で解消する場合の２つに分けて

推計すると以下のようになる。

  （１）では、米国の対応にも拘らず我が国の米牛肉不信が根強く、早期に米牛肉の輸入再開には

至らない。そのため肉類の価格上昇が起こったままとなると想定した。

  まず、国内で狂牛病が発見された翌年（2002 年）の消費者物価指数によれば、牛肉（輸入品）

は前年比▲5.7％の低下、豚肉（ロース）は同＋2.5％、鶏肉も同＋5.5％上昇した。そこで今回は、

  資料１ 　狂牛病発生前後の家計消費支出動向           資料２ 　狂牛病発生前後の輸入金額動向

（出所）総務省「家計調査」より当社作成                    （出所）財務省「外国貿易概況」より当社作成

資料３ 狂牛病が 2001 年度の日本経済に及ぼした影響     資料４ 狂牛病発生前後の消費者物価指数の推移

（出所）財務省「外国貿易概況」内閣府「国民経済計算」

        総務省「家計調査」より当社作成                    （出所）財務省「消費者物価指数」より当社作成
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肉類 前年比％ -8.6 10.4

牛肉 前年比％ -24.6 -11.8

豚肉 前年比％ 6.1 24.8
鶏肉 前年比％ 5.7 33.6

全体 前年比％ -0.15 0.23

ＧＤＰ 前年比％ -0.12 0.18 -0.09 -0.11
ベース 10億円 -353.3 87.8 -441.1 -577.8
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牛肉価格も前回の牛肉以外の肉類価格と同程度上昇すると仮定すれば、肉類全体の消費者価格は前

年比＋3.2％上昇する。これまでの肉類価格と肉類消費には、肉類価格が１％上昇すると肉類消費

が 0.41％減少する関係があるため、2004 年度の肉類消費は▲1.3％減少し、2004 年度の個人消費

は▲0.02％（▲536 億円）程度押し下げられることになる。

  また、米牛肉の輸入停止は、牛肉の供給不足を通じて牛肉以外の肉類輸入額を増加させる。前回

のケースでは、牛肉の輸入量が１％減少する一方で牛肉以外の肉類の輸入量は＋0.2％増加した。

一方、牛肉の輸入量について政府の調べによれば、狂牛病発生で輸出が急減する米国の国内牛肉供

給が過剰になるため、2002 年に豪州から米国に輸出された約 38 万トンのうち約 10 万トンを日本

に振り向けることが可能のようだ。このため、2002 年度の輸入量の 45.2％（約 24 万トン）を占め

る米国産のうち約半分が豪州産等により代替され、結局▲22.6％の牛肉輸入が減少するとの前提を

置くと、牛肉以外の肉類の輸入量は＋4.6％増加する。ここで、輸入価格についても、牛肉の価格

が前回の牛肉以外の肉類価格と同程度上昇すると仮定すれば、2004 年度の肉類の輸入金額は＋

21.3％増加し、同年の輸入額を＋0.26％（＋1,297 億円）押し上げる。これに、企業や家計の所得

減を通じた二次的な波及効果も含めれば、最終的に 2004 年度の名目ＧＤＰは▲2,401 億円（▲

0.05％）押し下げられることになる（資料５）。

  （２）では、米牛肉の輸入が今年半ばにも再開され、速やかに感染発見前の水準に戻り、同時に

豚肉や鶏肉に対する代替需要も剥落して元の水準に戻ると想定した。試算によると、2004 年度の

肉類の消費は▲0.7％落ち込み、個人消費は▲268 億円の減少となる。また、代替需要により肉類

輸入額が＋7.7％増えるので、2004 年度の輸入総額は＋0.17％（＋648 億円）増加する。結局、企

業や家計の所得減を通じた二次的な波及効果も含めれば、名目ＧＤＰ全体では▲1,200 億円の損失

にとどまる（資料６）。

●鶏肉輸入停止も長引けば、2004年度の名目ＧＤＰは5,414億円減少

  以上を踏まえて、鳥インフルエンザが日本経済に与える影響を（３）鶏肉の輸入停止措置が続き、

牛肉と鶏肉の供給不足が起こったままの場合、（４）鶏肉と牛肉の輸入停止措置が半年で解消する

場合の２つに分けて推計してみた。

  （３）では、早期に鶏肉や牛肉の輸入再開には至らないため、肉類や魚介類の価格上昇が起こっ

たままになると想定した。今回は、魚介類の価格も前回の牛肉以外の肉類・魚介類価格と同程度上

昇すると仮定すれば、肉・魚介類全体の消費者価格は前年比＋2.7％上昇する。これまでの肉・魚

介類価格と肉・魚介類消費には、価格が１％上昇すると消費が 0.27％減少する関係があるため、2004

年度の肉・魚介類消費は▲0.7％減少し、2004 年度の個人消費は▲0.03％（▲789 億円）程度押し

下げられることになる。

  また、米牛肉の輸入停止は、牛肉の供給不足を通じて牛肉以外の肉類輸入額を増加させる。前回

資料５ 狂牛病が 2004 年度の日本経済に及ぼす影響        資料６ 狂牛病が 2004 年度の日本経済に及ぼす影響

               （ケース 1）                                           （ケース 2）

（出所）財務省「外国貿易概況」内閣府「国民経済計算」         （出所）財務省「外国貿易概況」内閣府「国民経済計算」

        総務省「家計調査」より当社作成                               総務省「家計調査」より当社作成

個人消費 輸入 個人消費 輸入
除く波及 含む波及 除く波及 含む波及

全体 前年比％ -0.02 0.34 全体 前年比％ -0.01 0.17
ＧＤＰ 前年比％ -0.02 0.26 -0.04 -0.05 ＧＤＰ 前年比％ -0.01 0.13 -0.02 -0.03
ベース 10億円 -53.6 129.7 -183.3 -240.1 ベース 10億円 -26.8 64.8 -91.6 -120.0

ＧＤＰＧＤＰ



のケースでは、牛肉の輸入量が１％減少する一方で牛肉以外の肉・魚介類の輸入量は＋0.08％増加

した。ここで牛肉と同様に、2002 年の約 66％（約 43 万トン）を占めるタイ・中国・米国産鶏肉の

うち約半分がブラジルや国産等により代替され、結局▲33％の鶏肉輸入が減少するとの前提を置き、

輸入価格についても前回の牛肉以外の肉・魚介類価格と同程度上昇すると仮定すれば、2004 年度

の輸入総額は＋0.94％、名目ＧＤＰベースの財・サービスの輸入額は＋0.75％ポイント（＋3,615

億円）押し上げられる。これに、企業や家計の所得減を通じた二次的な波及効果も含めれば、最終

的に 2004 年度の名目ＧＤＰは▲5,768 億円（▲0.12％ポイント）押し下げられることになる（資

料７）。

  （４）では、米牛肉の輸入が今年半ばにも再開され、速やかに感染発見前の水準に戻り、同時に

豚肉や鶏肉に対する代替需要も剥落して元の水準に戻ると想定した。試算によると、2004 年度の

肉・魚介類の消費は▲0.4％落ち込み、個人消費は▲394 億円の減少となる。また、代替需要によ

り肉・魚介類輸入額が増えるので、2004 年度の輸入総額は＋0.37％（＋1,807 億円）増加する。結

局、企業や家計の所得減を通じた二次的な波及効果も含めれば、名目ＧＤＰ全体では▲2,884 億円

の損失にとどまる（資料８）。

●両者の影響が重なれば、影響は前回の狂牛病にほぼ匹敵

  試算結果によれば、牛肉の輸入停止に比べると、鶏肉輸入停止が日本経済へ与える影響は輸入量

が多い分若干大きいようだ。両者の影響が重なれば、前回の狂牛病とほぼ匹敵する影響に拡大する

だろう。特に、食肉供給に関連している分野では影響が深刻だ。

  更に、アジア諸国の鳥インフルエンザ被害が拡大すれば、アジア向け輸出や海外旅行の減少を通

じて、影響が拡大するものと思われる。また、国内でも感染者が発見されることなどにより消費現

場に大きな混乱が起これば、影響は一層深刻となろう。

ながはま としひろ（副主任研究員）

資料７ 狂牛病＋鳥インフルエンザが                     資料８ 狂牛病＋鳥インフルエンザが

       2004 年度の日本経済に及ぼす影響                       2004 年度の日本経済に及ぼす影響

               （ケース３）                                           （ケース３）

（出所）財務省「外国貿易概況」内閣府「国民経済計算」         （出所）財務省「外国貿易概況」内閣府「国民経済計算」

        総務省「家計調査」より当社作成                               総務省「家計調査」より当社作成

個人消費 輸入 個人消費 輸入
除く波及 含む波及 除く波及 含む波及

全体 前年比％ -0.03 0.94 全体 前年比％ -0.02 0.47
ＧＤＰ 前年比％ -0.03 0.75 -0.09 -0.12 ＧＤＰ 前年比％ -0.01 0.37 -0.04 -0.06
ベース 10億円 -78.9 361.5 -440.3 -576.8 ベース 10億円 -39.4 180.7 -220.2 -288.4

ＧＤＰ ＧＤＰ


