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はじめに 

 

AIG 総合研究所（以下「AIG 総研」）は昨年に引き続き、南海トラフ地震への備えをテーマに第 2 回のフォーラ

ムを開催いたしました。昨年は巨大災害が引き起こす財政リスクの可能性を踏まえ、災害への事前の備えを識者

と議論しました。今年のフォーラムでは災害対応や予測における最先端の防災テクノロジーを概観し、その活用

方法を議論しました。 

 

まず災害対応における防災テクノロジーの活用について、基調講演でリアルタイム地震被害推定の研究成果

をご説明いただきました。この研究は、政府の「レジリエントな防災・減災機能の強化」のプロジェクトの一つです。

この研究の成果により、地震被害の状況を一元的に収集し関係府省庁や地方自治体で共有する仕組が構築さ

れています。すでに災害現場での活用が始まっており、災害後の政府関係機関の迅速な対応に大いに貢献して

います。 

 

リアルタイムでの災害情報の活用に関する研究開発は民間でも進んでおり、地震発生後十数分で数千社の取

引先の被害状況を推定するシステムが既に開発され、実装されています。また、地震以外のリアルタイム災害情

報として、降雨状況から数時間後の河川の水位を予想する取り組みが紹介されました。現在 10 を超える河川で

実証が進んでおり、これが実装されれば、近隣住民へのより的確な避難指示ができる基盤が実現できます。 

 

次に災害予測における防災テクノロジーとして、ハザードマップの理解と活用を西日本豪雨での事例などを用

いて取り上げました。災害を視覚化するシミュレーションの技術によってより現実味を帯びた災害予測が可能とな

り、防災教育への展開が行われています。シミュレーションを災害避難に使う事例としては、徒歩や交通手段を使

った場合の避難の効果測定が紹介されました。また、地震の揺れを細かくシミュレーションすることで、建物の主

要構造部のみならず建物内設備の被害の様相を予測でき、企業の BCP策定に有用なことも示されました。 

 

保険業界にとっての防災テクノロジーの活用可能性としては、リアルタイムでの災害情報や災害予測のパラメト

リック保険への実装や、レジリエンスボンドなどのファインスへの展開が期待できることを、持続可能な開発目標

（SDGs）の文脈で議論しました。 

 

本フォーラムでの議論を通じ、様々な防災テクノロジーが実装あるいは実装直前の段階にあり、その様な技術

をつなげあわせることで課題解決の新たな可能性が拡がることが分かりました。フォーラムでの議論の内容を本レ

ポートにまとめ、課題解決の新たな可能性を皆様と共有することが、防災・減災における社会的取り組みの一助

になれば幸いです。 
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｢リアルタイム地震被害推定を中心とした SIP1期の研究成果｣  

 

国立研究開発法人 防災科学技術研究所  

マルチハザードリスク評価研究部門長 藤原 広行氏 

 

 

 

 

 

 

※講演資料は弊社WEBサイト（リンク）からご覧いただけます。 

 

防災科学技術研究所の藤原です。今日は内閣府が行う戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）で、私が担

当し、取り組みました地震のリアルタイム被害推定を中心にお話します。まず、SIP を紹介します。内閣府の総合

科学技術・イノベーション会議が中心となり、5年前に始まったプログラムで、防災科学技術が 1つのテーマとして

選択されました。資料 P4に説明しておりますが、｢レジリエントな防災・減災機能の強化｣というテーマで、予測、予

防、対応の 3分野において、7つのプロジェクトに取り組みました。第 1期の 5カ年の研究プログラムが 2019年の

3 月に終了いたしました。研究は地震直後の被害の推定情報を時間の経過とともに把握し、データを地図上にプ

ロットする取組でした。遡れば、1995年の阪神・淡路大震災ののち、過去 20年にわたり地震の観測網が整備され

てきました。この観測網に最近の ICTの技術を重ね、リアルタイムで被害状況を把握することが可能となりました。 

 

こういったプログラムを推進するために、防災科学技術研究所内にレジリエント防災・減災研究推進センターを

設立し、過去 5 年間整備して進めてまいりました。私はセンター長として、さまざまな研究開発を推進する役割を

担ってきました。全国をおおよそ 250m メッシュに分け、合計 600 万のメッシュでカバーし、地震発生後 10 分から

15 分でおおよその被害の分布を推定する仕組みを提供できるようになりました。多くの関係者や機関の協力を得

て、実現できたシステムです。阪神・淡路大震災ののち、整備された地震観測のネットワークや、被害推定のため

のデータベースが全て統合化され、現在では、各府省庁の連携のもとリアルタイムで情報が共有されています。

その仕組みが国や自治体のみならず民間も含めて今後活用されていく予定で、現在合同で実験が始まっていま

す。 

 

 基盤となる情報の 1つが地震ならびに津波の観測網です。防災科学技術研究所では約 1,800カ所の観測網を

維持・管理しています。その観測網に、気象庁や全国の自治体の震度情報ネットワークを合わせると、日本でお

よそ 5,000カ所の地震観測点が動いていることになります。これらのデータがほぼリアルタイムでつくば市にある防

災科学技術研究所へ集まり、これを自動処理し、地震直後の被害状況を推測することができます。 

 

5,000ヶ所の地震観測点は全国 10キロ四方に 1つの割合で配置されており、こういった観測点での記録と、過

1989 年京都大学理学研究科、2008 年防災科学技術研究所社会防災システム研究領域長、レジリエント

防災・減災研究推進センター長を経て、現在、マルチハザードリスク評価研究部門長。政府の戦略的イノ

ベーション創造プログラム「レジリエントな防災・減災機能の強化」課題 5 の研究責任者を務め、平成 29

年防災功労者内閣総理大臣表彰を受賞。理学博士。 

http://www-510.aig.co.jp/about-us/institute/forum/02.html
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去 20年間で蓄積された地盤の情報や揺れやすさなどを表す指標を重ねることで、どの程度の揺れがどの地点で

発生したのか、ということが即時に推定できます。また、建物の構造によって周期帯域が異なるため、被害の程度

が異なります。観測データの処理システムも振動計のデータのみならず、波形を個別に処理をします。全国各地

で地震が起きても、10分から 15分で被害推定を出せる仕組みとなっています。 

 

この技術を大きな基盤とし、建物の被害や負傷者数を推測し、データとして重ね合わせます。大量のデータを

リアルタイムで処理する技術と、処理した結果を自動的に多くの機関で共有し、利活用していく技術が一気通貫

でつながり始めています。今から 24 年前、阪神・淡路大震災の直後でも、被害推定を得たいという要望が非常に

多かったわけですが、当時は観測網もなく、データからいろんなものを推測するにも時間を要し、関係者で共有

することも難しい時代でした。それから四半世紀が経ち、こういったデータが個人のレベルで、例えばスマホなど

へ配信できる時代になりつつあります。 

 

 ここ 3年間ほどで経験した地震では、5分から 10分で解析を終え、10分から 15分程度で被害の推定が可能と

なっています。P11 の通り、まず建物モデルをしっかり作る必要があります。民間の地図を作っている企業や地方

自治体の協力をいただき、全国おおよそ 5,600 万棟の建物に関する 250m メッシュのデータベースを完成させま

した。次に負傷者の推定ですが、250m メッシュにどの程度人がいるのかについて、毎日の移動に加え、土日の

行動も加味し、人口モデルを作成しました。 

 

 地震の観測網が 5,000カ所あっても、250mメッシュで日本列島全体を覆うには 600万のメッシュが必要です。そ

れぞれのメッシュごとに地盤の状況も大きく違います。揺れやすさを観測データから補完するためには、地盤情

報（特性や揺れやすさなど）が必要になります。SIP のプロジェクトに取組む前から、ハザードマップ作りなどを通じ

て蓄積されてきたデータが役に立ちました。さらに関東や東海地域では、より詳細な地盤のデータを加えることに

よって、揺れやすさの面的な推定精度を得ることができました。 

 

P14ですが、5年のプロジェクトの 3年目に熊本地震が発生しました。リアルタイムの被害推定システムのコアな

部分が動き始めていましたので、地震発生後、おおよそ 10分で被害が集中的に発生している地域を 250mメッシ

ュで見ることができました。防災科学技術研究所のメンバーが翌日に現地に入りました。ここで得られたデータを

熊本県に提供しながら、災害対応をサポートしました。 

 

資料のP15を見ていただくと、地震のデータがリアルタイムでどう集められ、解析され、地図が作成されるのかを

理解いただけます。全国から集められるデータは防災科学研究所が直接管理しているデータに加え、気象庁の

震度観測情報や地方自治体が持つ震度情報ネットワークなどが統合されています。 

 

P16は推定結果と数カ月後に分かった現地での被害調査の結果を比較したものです。これを見ると、熊本市の

西側では若干過大な評価になっていますが、一番被害が大きかった益城町の市役所周辺に被害が集中してい

る様子や、それなりのレベルで推定被害と実際の被害が一致していることが分かります。熊本地震は夜間に発生
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しました。災害発生から 10分後にこのレベルで被害状況が空間的に把握できたため、初動対応に大いに参考に

なる、と評価されました。 

 

P17 は実際の被害のデータを使い高度化した研究

の説明です。阪神・淡路大震災のデータから作られた

フラジリティが依然として使われていますが、それを改

良するためのデータベース構築なども行われました。

航空写真のデータから、実際の被害を読み取る技術

の検討も行っております。100人以上の技術者が数日

掛けて、約 40 万のデータを作りました。こういったこと

もこのプロジェクトで実施しました。 

 

 

南海トラフ地震や首都圏直下地震の場合は、災害規模が数十倍に及びます。画像のデータを機械学習などで

処理し高速化する技術や、データの集積が進めば精度が上がる技術などの研究結果も得られつつあります。地

震の経験を通して仕組みが見直され、高度化しているというのが現状です。 

 

 P21 は大阪府北部地震です。大阪府北部を震源として、震度 6 を超える揺れが即時に推定されました。当初は

限定的な被害で留まると感じましたが、揺れの大きかった地域では被害が発生している可能性が示されました。

ただし、ピンポイントで被害発生地点を推定するまでには至っていません。いろいろな手法を用いて幅を持って

観測すると、ある手法で評価すると 0棟、ある手法だと 1,000棟を超えるといった具合に幅がありました。こういった

こともあり、絶対値の評価だけではなく、相対的にどの辺りに被害が出ているのかを示すことも検討を進めておりま

す。 

 

P25 は北海道胆振地方の地震です。震度 7 を厚真町で観測することになりましたが、大阪府北部地震と比べると、

極めて強い地震動が観測されました。10分ほどで被害分布、地震動の分布などの推定を行うことができました。 

 

P27 はより詳細にピンポイントで細かなデータを使い、1 つ 1 つの重要な施設などを広域的な推定情報に重ね

る技術開発です。一部地域で個別の建物データが整備されていれば、何ができるのか、精度を向上させるため

にどういった情報が必要かなどの検討を進めています。出来る限り建物のデータを１棟毎に入手し、1 棟毎の地

震動の大きさを把握することが非常に重要であるということが分かっています。 

 

P28は理化学研究所が行っている 1棟 1棟の建物属性を物理モデルとして把握する取組です。地震センサー

を建物毎に設置しこの物理モデルを使って解析すれば、単なる統計解析ではないより踏み込んだ被害推定の実

現の可能性が高まります。これがリアルタイムでできるようになると、被害の推定精度が格段に向上する時代にな
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ります。こういったことも期待されているところです。 

 

 災害直後の被害推定データを実際の被害のデータと融合し、更新していく仕組みづくりにも取組んでおります。

１棟毎の建物の被害、あるいは重要構造物の被害を知るためには、１棟毎の入力地震動と揺れを把握することが

必要です。ある意味常識的なことではありますが、基盤的な地震観測網に加えて、10 年ほど前から個々の建物レ

ベルで地震観測ができる技術開発を進めております。クラウド技術と IoTのセンシングの技術を組み合わせ、きめ

細かなセンシングを町全体に張り巡らせる方法を検討しております。 

 

 8 年前の東日本大震災では、簡易センサーをこのプロジェクトのメンバーの家に設置していました。iPhone や

iPad を簡易センサーとして使っていました。P31 がそうですが、つくば駅のすぐ近くの私のマンションに設置した

iPhoneの地震計が、震度 6弱の揺れを取っていました。これが実際の揺れですが、200ガルから 300ガルで揺れ

ていることが分かります。約 3 分間揺れて最初の S 波で一番大きな揺れになった際、ランニングスペクトルの解析

をすると周期がずれています。私は出張中で不在でしたので、マンションの住民の話しを聞けば、｢ガタッ｣と大き

な音が聞こえたとの証言がありました。非常に簡易な地震計のデータでも、通常の地震解析と同じような解析がで

きるのではないかとの期待がもたれました。これがきっかけとなり、現在、文部科学省で進められている取組が始

まりました。 

 

P34 はリアルタイムでの被害の推定をするアルゴリズムを事前の被害想定へ応用する例です。数百の活断層に

ついて機械的に震度の面的な分布と被害分布をつくり、そのデータを訓練情報としても使えるようになっています。

こういった情報は API などのいろんな仕組みで配信が可能です。これが民間企業も含めた実験で使われるように

なってきています。SIP4D と呼ぶ府省庁連携の情報共有システムを民間企業へも情報配信しようと、30 社の企業

とともに具体的に活動を始めております。 

 

 P36 は鹿島建設が大阪府北部地震で活用されたデータであり、BCP へ活用可能なことを示しています。具体的

なデータ活用に向けた検討が始まっている状況となります。今後は、地震のみならず、津波や豪雨、竜巻による

被害へ拡張したリアルタイムでの解析に取組んでいきたいと考えています。 

 

 P39 はこういった情報の共有に関する仕組みの話しです。それぞれ個別のニーズに合わせてきめ細かく配信さ

れ、リアルタイムで全てつながることが大変重要になります。防災科学技術研究所の臼田がそういったシステム作

りを強力に推進しているところです。 

 

 最後のページですが、内閣府主導の第 2 期 SIP の一つで、直接被害の推定に加え経済的な被害推定を評価

できる仕組みづくりに防災科学技術研究所のチームも加わり、取組んでいます。 

最後は駆け足になりましたが、以上で私からの話題提供を終わらせていただきます。有難うございます。 
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｢南海トラフ地震にどう備えるのか｣ 

 

京都大学 防災研究所 社会防災研究部門教授 牧 紀男氏 

 

 

 

 

 

 

※講演資料は弊社WEBサイト（リンク）からご覧いただけます。 

 

京都大学防災研究所の牧と申します。基調講演でも取り上げられたリスク関連情報の使い方について、話をさ

せていただきます。最初のページですが、南海トラフ地震は関西地域にとって非常に大きな課題ですが、ひょうご

震災記念 21 世紀研究機構で南海地震に備える政策研究に取組んでいます。東日本大震災復興構想会議の議

長を務められた五百籏頭先生がトップを務められ、私がプロジェクトリーダーの研究を進めています。こういう政策

研究をやる上で非常に重要な点が災害リスクの理解であり、私達はどういった被害を考えていけばいいのか、と

いうのが議論のスタートになります。 

 

 今年の 3 月に内閣府が南海トラフ地震臨時情報のガイドラインを発表しました。この半割れと呼ばれる現象は、

想定地域で M8 が発生し、他の地域へ連動し大きな地震が発生する可能性が高まる状況を指します。これにどう

備えるべきか、非常に大きな課題になります。 

  

次に、ハザードシミュレーションを実際に計画や対策へ生かしていく際の考え方について話しをします。皆さん

ご存じだと思いますが、ISOのリスクマネジメントプロセスにある”Establishing the Context”がこのリスクマネジメント

の重要なポイントです。リスクアセスメントの前に、被害想定をどういった目的に使うのかという点をしっかり考えるこ

とが重要です。その目的に応じて私たちが適切だと思うハザードの想定方法を考えていくことが重要です。 

ハザード想定やリスク評価は、理学ならびに工学分野で取り組まれています。想定や評価は当たるほうがいいと

考えられがちです。基調講演では大阪府北部地震の全壊棟数が 0から 1,000の幅で推定されたとのことでした。

被害想定を実被害に近づけたい、という思いが研究者にありますが、実際には当たりません。推定が近い、遠い

との議論がありますが、それが正しいのかということを考えることがユーザー側の私たちにとって重要なことだと思

います。 

 

 津波の専門家ともいろいろ議論をし、どういうシミュレーションにしようかと考えるわけですが、最初に申し上げた

ISO のリスクマネジメントプロセスで言いますと、命を守るためのリスクの評価手法と、例えば、保険のためのリスク

の評価手法は違って当然です。私達の利用する目的に合わせて、適切に選択することが本来のハザード評価の

在り方だということをしっかりと踏まえるということが重要です。これはいつも問題になりますが、例えば、大阪府の

専門：防災計画、災害復興計画、危機管理システム。京都大学工学部建築学科卒業、同大学博

士（工学）。数多くの自治体の防災戦略策定、地域防災計画に携わるとともに、2004年新潟

中越地震で小千谷市の復興計画の策定・検証や、2011年東日本大震災では、岩手県災害対策

本部において災害対応時の情報処理支援を行うなど、被災地における自治体支援活動を行っ

ている。また、日本内外の災害後の復興プロセス、住宅再建についても調査を行っている。 

http://www-510.aig.co.jp/about-us/institute/forum/02.html
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被害推定と政府の被害推定では数字が違う、これは大変だ、という人がいます。政府の被害想定は統一的にどこ

の地域で被害が大きいのか、といった点を調べることを目的とします。大阪府はどういう対策をするのかという目的

で実施します。こういった違いを認識することが重要です。 

 

 多重津波被害情報提示システムについて少し触れます。津波のシミュレーションは沢山あります。この資料は

4,000ほどシミュレーションをして、それを度数分布で並べてみたものです。こうやって見ると 4,000回試行して、罹

災の程度が 500 回や 800 回、100 回などと分かれます。どれが正しいのかと尋ねられれば、どれも起こりえるとの

回答になります。こういう理解をしていくことが情報に接していく上で重要だと思います。 

 

 資料にある通り、自分達の町の復興を考えるときのハザードを住民の方に決めなさいと伝えました。重要なこと

は、このハザードシミュレーションは目的に応じて使い分けるため、例えば、災害後の復興を考えるシミュレーショ

ンと、命を守るシミュレーションは別だと言うことを伝えます。今まではシミュレーションの計算が大変でした。いろ

いろ見せることができませんでした。こういうハザードシミュレーションは、全部のパターンを見せるということが今

後は重要だと感じています。 

 

同じことを地震でもやってみようと取組んでいます。

地震の場合も基調講演にあったように、研究者間で

いろんな意見があります。地震の発生場所、地震の発

生モデル、工学的基盤面の影響、表層地盤の影響な

どを全部組み合わせてみよう、となりました。地方自治

体の被害想定はこういった何万通りの組合せの 1 つ

であり、ではどういう意味を持った数字なのか、というこ

とを考えることが重要です。 

 

計算途上のためスクリーン上のみの情報となり、お手許の資料にはありませんが、例えば、高知県で震度 7を 1

万回実施した場合の揺れの可能性や、大阪はあまり見たくないですが、震度 7 の場合、上町台地に比べ他の地

域は倍ほどの割合で揺れる、ということが分かります。建物の被害で言えば、揺れやすいところと揺れにくいところ

が出ます。確率よりも、1万回試行したら2,500回壊れるって言われたほうが現実的な怖さを感じると思います。こう

いう見せ方も大事であり、防災科学技術研究所の藤原さんがおっしゃったように、阪神・淡路大震災以降、いろん

な研究が積み重ねられ、これをどのように見せ、使うのかということが重要だと感じています。お伝えしたいことは、

用途に合わせたハザードシミュレーションやリスク評価を選ぶ、そういうことに変わるべきだろうと思っております。

私からの説明は以上となります。 
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｢災害パラメトリック保険の政策的課題｣ 

 

関西大学 社会安全学部教授、 

国立研究開発法人 防災科学技術研究所 災害過程研究部門長 永松 伸吾氏 

 

 

 

 

 

※講演資料は弊社WEBサイト（リンク）からご覧いただけます。 

 

皆さまこんにちは、永松でございます。先ほど関西大学の教員としてご紹介いただきましたが、このフォーラム

のお話をいただいたあとに、防災科学技術研究所の災害過程研究部門の部門長を大学の教員と兼任で務める

ことになりました。まだ新しい部門ですので、ここの成果として申し上げるようなことは今のところございませんが、

今日は関西大学の教員として、話をしたいと思っております。 

 

 災害パラメトリック保険をテーマとしてプレゼンテーションを準備してきましたが、そもそも災害パラメトリック保険

がなんなのか、という点は適宜補足し、お話をしたいと思っております。 

 

 まず、前回のフォーラムでお話ししましたが、現状認識としてすでに皆さんご承知のように、我が国は南海トラフ

巨大地震をはじめとする大きな災害リスクを抱えています。 

 

 これに対してプロテクションギャップという言葉があります。それはすなわち、想定される被害に対して、どの程度

保険でカバーされるのか、この差のことをプロテクションギャップと呼んでいます。実はわが国は対 GDP の比率で

言いますと、世界でも 3 番目にこのプロテクションギャップが大きいということが最近の研究で明らかになっていま

す。ちなみに 1 位はフィリピン、2 位は台湾、3 位が日本です。チリ、インドネシアが続きますが、これだけを見ると

日本はとても先進国とは思えない順位になっています。そういった中で、もう 1つの問題が政府の災害時の責任、

財政責任がどんどん増しているということです。 

 

 例えば、阪神・淡路大震災時にはなかった被災者生活再建支援金という制度があります。グループ補助金と呼

ぶ民間企業を支援する制度もかつてはありませんでしたが、2011 年の東日本大震災以降行われるようになりまし

た。あるいは、地震保険も政府の負担部分が増加しており、より多くの災害リスクを抱えこんでいる状況です。 

 

 これに対して、特別に財源手当てされているわけではなく、事が起こったときには政府が国債を発行して事後的

に資金を調達する方法が増えていると言えます。 

 

専門：公共政策（防災・減災・危機管理）、地域経済復興。中央大学法学部政治学科卒業、大阪

大学博士（国際公共政策）。人と防災未来センター研究員、防災科学技術研究所特別研究員を経

て現職。2015年には南カリフォルニア大学プライス公共政策大学院客員研究員として災害復興に

関する研究に従事。主著に「減災政策論入門」など。2009年に日本公共政策学会著作賞を受賞。 

http://www-510.aig.co.jp/about-us/institute/forum/02.html


 
 

 

10 

 これではいろんな問題が起きます。１つは、事後的に調達したお金を巡って政治介入が起こることはよく言われ

る話です。また、そうしたお金の使い道が必ずしも効率的な復興に使われるとは限らず、例えば、高台に集落を

移転したものの、住民が少ない、あるいは、ほとんど空き地になっているといったようなことが被災地では見受けら

れることでございます。さらに、そういったことが事前に防災対策を行うような民間のインセンティブを阻害している、

ということもよく指摘されることであります。従いまして、こうした結果として、わが国の災害リスクファイナンス制度の

持続可能性に大いに疑問がある、と前回のフォーラムで問題提起させていただきました。 

 

 そこで重要なことが、災害リスクの移転、いわゆる保険的な処方です。近年になり世界でもこの災害保険をうまく

使うことによりリスクを軽減し、レジリエンスを高め、速やかに回復する社会を促進する機能がある、といろんな研究

で言われております。 

 

 ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスのサミンスキー先生は、ドイツでは保険目的で作成されたリスクマップが普

及し、その結果、ハイリスク地域に建築された住宅が減っている、といった研究も発表しています。また、必ずしも

十分に保険が機能し被害軽減効果を発揮しているとは言えず、まだ改善の余地があるとも指摘しています。 

 

  

 

さらに非常に面白い点が、いわゆる業務中断保険

です。これは災害によって事業損失、売り上げの損失

を補填するための保険で BI 保険と言われていますが、

ニュージーランドではこれを契約している企業ほど、

復興の中で生産性の向上が見られるとの研究もありま

す。利益体質が改善されていく傾向にある、ということ

が指摘されております。 

 

 資料には書いていませんが、より早く保険の支払いが受けられるほど、改善効果が高いということも論文では指

摘されています。速やかに保険金の支払いが行われるかということもレジリエンスを高める上では非常に重要な問

題である、ということが示唆されております。 

 

 1つ 1つ被害を確認しその損失に応じて保険を払う、これが伝統的な保険のやり方ですが、例えば、ある地点で

一定の震度以上の地震に対し、あるいは、一定の雨量に対し自動的に保険を払いましょう、という保険がパラメトリ

ック保険です。なんらかの外生的な条件によって保険の支払いを決めるやり方です。すでに AIGの服部さんが昨

年レポートでまとめられていますが、伝統的な保険は幾つかの問題があります。例えば、有名なところで言うとモラ

ルハザードです。保険に入ることで、安心し、被害軽減の対策を取らない、あるいは逆選択と言われるものは、リス

クの高い人ほどその保険に加入しようとするという問題です。特に企業向けの保険の場合は、1 つ 1 つ相対取引
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で設計されるため、コストが掛かるといった伝統的な問題が幾つかあります。 

 

 パラメトリック保険は保険の持つこういった問題点をかなりの程度解決すると考えられています。例えば、一定の

外的な力によって保険金が支払われるので、モラルハザードが起きようがありません。損害の評価の必要がありま

せんので、保険金の支払いを迅速にできるといったことが期待されています。特に取引コストの低下は途上国の

貧困削減手法として非常に期待されております。他方で、被害が出ているものの、トリガーが事前の条件を満たさ

ない場合は保険金が支払われない、あるいはその逆もあります。これをベーシスリスクといい、大きな課題です。

あるいは、南海トラフ巨大地震のようなイベントのトリガーの設定に関する技術的な課題などがあります。 

 

 途上国で発達しているものですが、先進国でも使えるという議論があります。基調講演の藤原さんの話のように、

わが国はいろんな災害に関する情報や技術を持っておりますので、こうしたものによりベーシスリスクを縮小できる

可能性があります。政策的なメリットとして、より安価な保険商品の開発により市場の拡大ができる、あるいはモラ

ルハザードの解消、あるいは事業損失を補てんする BI保険などです。BI保険は実損害の評価がそもそも困難な

ため、パラメトリック保険が有効だとの議論もあります。 

 

 最後になりますが、実はある研究者がドイツの水害保険に関して実損型の伝統的保険とパラメトリック保険の需

要について比較したところ、実はパラメトリック保険の需要はかなり小さかったということが分かっています。わが国

における災害パラメトリック保険の論点と言えます。ベーシスリスクの問題に起因します。つまり、保険に入ってい

るものの、保険金が払われないケース、そういった問題を人々が敬遠しているという点が指摘されています。 

 

 パラメトリック保険に限った話ではありませんが、政府による様々な復興支援が保険需要を縮小させている、とい

った研究もあります。それからもう１つ重要なことは、パラメトリック保険は途上国で普及していると言えますが、わ

が国にはさまざまな代替的なファイナンスメカニズムが存在しています。そうした中でパラメトリック保険がどこまで

人々のニーズに沿ったものか、という点は冷静に考える必要があります。 

 

 時間の関係上、早足になりましたけれども、以上で私のプレゼンテーションを終わりたいと思います。ご清聴あり

がとうございました。 
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災害シミュレーション技術の活用 

 

株式会社 構造計画研究所 公共企画マーケティング部長  佐藤 壮氏 

 

 

 

 

 

※講演資料は弊社WEBサイト（リンク）からご覧いただけます。 

 

構造計画研究所の佐藤と申します。藤原さんや牧先生が災害シミュレーション技術について話しをされましたが、

民間企業がその技術をどのように使っているのかという点を中心に、話を進めて行きたいと思います。 

 

 最初に会社の紹介をさせていただきます。構造計画研究所は研究所という名前がついていますが、株式会社

です。本社は東京の中野で 600名弱の従業員を抱え、売上高は約 120億です。今年で会社設立 60周年です。

工学的な知見をコンピューター上でシミュレーションし、データを分析し、予測に使うといったことを業務としており

ます。防災分野は古くから手掛けています。今日は防災のシミュレーションに絞り、事例を紹介していきたいと思

います。 

 

 まず、牧先生の講演にありましたが、災害シミュレーションはコンピューター上で行う大規模な災害実験です。実

際に災害を実験できないため、コンピューター上で試行し、その対策を考えることを行います。牧先生が当たる、

当たらない、結果が違うという話をされましたが、前提条件を少し変えると、結果が大きく変わる場合があります。

そういった部分を考慮し、シミュレーションを行う必要があると考えます。 

 

 シミュレーションのメリットは何度も試行できるということ、様々な条件をもとに試せることです。そのため、当たる、

当たらないということよりも、例えば、致命的な事象や平均的な事象を理解し、その事象への対策を効果的に検討

することがシミュレーションの目的だと考えています。 

 

 災害シミュレーションはいろんな技術の融合体です。P6 に記載した通り、シミュレーションの構成要素は 3 つに

分類できます。1 つは自然現象自体のシミュレーションです。地震や津波などの物理シミュレーションで、どうやっ

て発生するのかという点です。次に、人間が造った構造物があります。その構造物が物理的な影響を受けて、力

学的にどう壊れるのか、という点です。最後に、そこで生活する人や社会です。人の意識がどのように影響を受け、

行動に影響を与えていくのか、といった点もシミュレーションする必要があります。こういった基盤となる技術や理

論が違うシミュレーションを組み合わせ、その相互作用を見ていくことが災害シミュレーションの全体を考える上で

非常に重要だと考えています。 

 

京都大学工学部精密工学科、東京都立大学工学部建築学科卒、1999年構造計画研究所入社。2000年

～2004 年筑波大学庄司研にて研究生として橋梁の耐震性向上に関する研究に従事。構造解析、データ

分析、シミュレーションエンジニアを経て、2015 年より防災を中心とする公共系のマーケティング部門を率

いる。 

http://www-510.aig.co.jp/about-us/institute/forum/02.html
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 実際の使い方ですが、P7 の通り 3 通りに分類できます。1 つ 1 つ事例を見ていきますと、1 つ目は防災計画の

検討です。最もオーソドックスなものと言えます。実際にシミュレーションを見ていただくと、建物に地震波を入れ、

耐震実施の前後を比較できます。画面上では神戸の地震波を入力していますが、耐震前の建物はこのように揺

れ、倒壊します。壊れないようにするにはどこを補強すればいいのかを検討します。右側の動画は制振ダンパー

で補強していますが、制振ダンパーをこのように設置すれば壊れない、ということをコンピューター上で計算し、実

証することができます。これに人の意思決定も入れた場合を見てみましょう。P9 ですが、これはある地域における

津波被害のシミュレーションです。津波が来て、防波堤があり、人が避難する。赤くなる地点が被害に遭われてい

る方です。どういう逃げ方をすると、被害がどう変わるのかということを行います。先ほどは徒歩避難だけですが、

次は車を使う場合です。渋滞が発生し、渋滞に巻き込まれている間に被害に遭うことが分かります。今度は自転

車を使った避難を追加すれば、渋滞が起きずにより少ない被害で済むことが分かります。

 

次に、教育や啓蒙を目的とした使い方です。先ほどのシミュレーションを実際に見て状況を描ければ、理解が

深まり、事の重大さを感じることになります。事例を紹介します。長周期地震動の揺れです。遠方で大きな地震が

ありそれが伝播していく中で、長い周期の地震波だけが残り普通の建物はあまり影響がないものの、構造ビルの

上層階は大きく揺れ続ける、という地震動です。知識として理解していたとしても、イメージできにくいと思います。

このシミュレーションは、長周期地震動を入れた場合の高層ビルの上層階での様子を表したものです。実際に物

理モデルを入れ、椅子や机の摩擦係数も入力しています。最初は少し揺れている状況ですが、共振し、最終的

には建物内の什器備品がぐしゃぐしゃになり、人がつぶされる可能性が高いことが見て取れます。こういった恐怖

感を与えることで、自分事にできるのもシミュレーションが持つ機能の一つです。

 

 

 

 

このシミュレーションを多々納先生へお見せしたと

ころ、AR（拡張現実）でできるのでは？とのことでした。

実際に AR を使い、長周期パルス波を｢NHK スペシャ

ル｣で実演しました。今日は時間がないので省略いた

しますが、こういったテクノロジーも出てきております。 

 

 

3 点目が今日の基調講演でも取り上げられましたリアルタイム情報を使ったシミュレーションです。これはリアル

タイムにシミュレーションをし、状況を把握する、今後を予測する考え方です。災害時にセンシングで取ってきた

実情報に基づいてシミュレーションしますので、精度が高まっていくものだとお考え下さい。全国に張り巡らされた

震度計を使い測定された地震波の結果を基に、震度分布を明らかにするものです。弊社でも防災科学技術研究

所の協力を得ながら実装化している事例がございます。P14 の事例で説明します。弊社が支援をして使用開始さ
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れている企業の事例です。大手製造業のお客様ですが、国内のサプライチェーンを管理したいとのことで、5 次

サプライヤーまでの約 7,000社をデータベースで管理されています。東日本大震災の際は、7,000社の被害把握

に 1 カ月掛かったそうです。電話を使い全て調査されたそうですが、被害状況を即把握する仕組みが欲しい、と

いうご要望を受けて作り上げました。7,000 社の住所が全て入っており、地震が起きれば震度分布を受信し、内部

計算をし、拠点毎の推定被害を計算します。推定被害の大きい順位でリストアップできます。被害確認のスピード

が格段に向上したそうです。熊本地震や、北海道胆振東部地震の際にも使われました。被害状況確認がほぼ 1

日や 2日で終わったと聞いています。  

 

 こういった形で民間企業が使うケースが今後増えると考えます。加えて、サプライチェーンは企業間物流をつな

ぐ道路の被害状況の情報も必要になります。これが P15の資料です。P16はトヨタ社が行っているプローブデータ

によって通行実績を出し、通行可否に関するデータを公表している事例です。 

 

 P17は水害リアルタイム情報です。AIを使った河川水位推定ですが、実データを使い 6時間後の水位予測を予

測します。図上では赤いラインが水位予測を示しています。こういったリアルデータを使い、災害対策を実施して

いくことが今後大事になってくると考えます。 

 

 これまでの話しを整理すれば、様々なシミュレーションが使えるようになってきておりますが、牧先生の講演にも

ありましたように、シミュレーションの結果をそのまま見るのではなく、その目的にそって結果をどう判定すべきか、

という点を理解することが大事になると考えます。時間となりましたので、私の説明は以上となります。ありがとうご

ざいました。 
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パネルディスカッション 

※講演資料は弊社WEBサイト（リンク）からご覧いただけます。 

 

AIG総研：これから 1時間にわたりパネルディスカッションを実施します。パワーポイントを使いながら進めていきた

いと思います。最初のスライドは、これまでの講演を振り返り、パネルディスカッションでの論点を整理しています。

スライドの上部はリスクマネジメントのプロセスを図示したもので、それに対応する防災テクノロジーを下に示して

います。災害前のハザートマップなどに代表されるリスク予測や災害後のリアルタイムでの被害推定を保険業界と

してどう活かしていくのか、これが課題だと考えています。この課題を踏まえ、パネルディスカッションを展開してい

きたいと思います。 

 最初のテーマは永松先生に触れていただいた財政リスクです。これは昨年の AIG 総研フォーラムのテーマでし

た。南海トラフ地震の被害想定が巨大なため、財政リスクを惹起する可能性がある点に触れました。2018 年はより

身近な災害で財政リスクを惹起する可能性を持つ災害が明らかになりました。 

これを P3 で取り上げています。左側は荒川洪水の被害想定です。荒川流域の面積は約 3,000k ㎡であり、洪

水の想定雨量は 72 時間で 632 ミリとなっています。右側が西日本豪雨での降雨記録となり、荒川の洪水の想定

雨量を上回った地点が全国で12ヶ所あり、また、この資料から広範囲に雨が降ったことがお分かりいただけます。

一方で、荒川の流域は 50km 四方であり、西日本豪雨の降雨地域にすっぽり入ることがお分かりいただけると思

います。西日本豪雨相当が埼玉で発生すれば、荒川洪水の引き金を引く可能性があります。荒川洪水の経済被

害は、土木学会が昨年公表したレポートによれば、62兆円となっています。 

身近な大災害のシナリオですが、これを受けて、牧先生と永松先生に昨年の災害等についてコメントいただけ

れば助かります。牧先生いかがでしょうか。 

 

牧教授：はい。関西地域の昨年の大きな災害という点では、大阪府北部地震、夏の豪雨災害、それから台風 21

号と3つの災害がありました。まず大阪府北部地震では、よく言われているエレベーターの閉じ込めの問題が大き

かったと言えます。もう 1つ、保険業界で言えることは、保険金の支払い額が非常に大きかったことです。 

 台風 21 号では関西空港が被害を受けました。あまり知られていませんが、インターネットが遮断したために、空

港内では接続がつながりにくかったという問題が発生しています。こういったことから南海トラフ地震への備えを考

えていけば、津波が入りますので、水害対策、また、地震による揺れへの対策をしっかりと考えていくが必要だと

考えます。 

 もう１点、関西空港が機能しなかったため、外国の方が新幹線で成田空港へ向かっていました。南海トラフ地震

の場合には、成田空港へ新幹線で向かうということはできないでしょう。そういった課題が非常に大きいと思いま

す。 

 

AIG総研：有難うございます。続けて永松先生、よろしいでしょうか。 

 

永松教授：牧先生がおっしゃっていただいきましたので簡単に言いますと、台風 21号の際、淀川の水位が随分と

上がりました。ご存じの方も多いと思いますが、淀川の堤防は、国道 2 号線と交差する箇所は切れ込んでいます

http://www-510.aig.co.jp/about-us/institute/forum/02.html
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が、水位が橋を越える高さまで来たので、水門を閉めて対処しています。国土交通省としては予定していた対応

で、速やかに実施されました。それに対して、避難勧告も、指示も出さずに、本当に大丈夫だったのか、万が一閉

まらなかったら場合や、間に合わなかった場合を考えると、大阪市内が水浸しになってもおかしくないような災害

だったと思っています。 

 

AIG 総研：永松先生、有難うございます。江戸川区のハザードマップが｢ここにいては駄目です｣と大きく掲げ、注

目されていますが、次のスライドは、ハザードマップと実際の被害の比較について取り上げます。国交省が昨年の

災害を振り返った資料を引用しています。国交省の資料では、岡山県の吉備町での水害はハザードマップと実

際の浸水の範囲がほぼ一致している、と記されています。土砂災害も同様であり、災害を想定していた場所で実

際に災害が発生した、というのが国交省としての2018年の振り返りです。一方で、山梨大学が昨年10月に発表し

た調査によれば、ハザードマップ内の人口ならびに世帯数が過去 20年間で増えていることが明らかになっていま

す。科学の進歩のお陰で危険な地域に住むべきではない、というのがハザードマップの目的ですが、実態は違う

ことを示しています。災害への科学的なアプローチについて登壇者へお聞きしたいと思います。まず藤原さん、こ

ういった残念な事例についていかがお考えでしょうか。 

 

 

 

藤原氏：私は国のハザードマップ作りに 20 年近く関わっています。ハザードマップはハザードを予測する技術を

使い、過去繰り返し発生した災害を反映し、作成されています。精度が確実に上がっている一方、経験のない想

定外の災害の可能性を予測する技術の不確定性がまだ非常に大きいと言えます。認識論的な不確定性をどのよ

うに処理し、使っていくのか、ここを議論する必要があると感じています。 

 

AIG総研：牧先生や佐藤さんはシミュレーションの目的を明確にすべきということでしたが、牧先生にお聞きします。

民間企業では、そもそもシミュレーションを十分に活用していないと感じています。民間企業が活用していくため

のヒント、アイデアがございましたら教えていただけますか。 

 

牧教授：例えば、大規模開発の際に浸水深 50 センチは大丈夫ですか、という相談を受けることがあります。こうい



 
 

 

17 

う場合は目的に応じて解像度を上げる必要があります。例えば、ビルとしてどこまで守りたいのか、どんな水害が

来ても大丈夫といった守り方か、いや、少しの浸水は大丈夫なのか、そのレベルを自分たちで決めていただいた

上で、詳細にシミュレーションすることが必要だと感じます。行政が作成したハザードマップは、命を守る最悪シナ

リオでつくっていますので、民間企業の想定はどこまで粒度を上げるのかという点が重要だと思います。 

 別の言い方をすれば、人間ドックの結果、高血圧で命の危険が高いとなっても、精密検査をしてみてくださいっ

て書かれています。まずは行政のハザードマップを見て、その後精密検査を実施することが必要だと思います。

構造計画研究所などのように、いろんな詳細なシミュレーションを依頼することも必要だと感じます。ハザードマッ

プは一般的な情報であり、自社で対策を講じるということであれば、どこまでのレベルを想定するのか、それに合

わせたシナリオをきっちりとシミュレーションすることが効果的だと感じます。 

 

AIG 総研：有難うございます。次に、永松先生に避難のあり方をお聞きします。2018 年の災害で議論がありました

が、これについてコメントいただければ助かります。 

 

永松教授：例えば、大規模な広域水害に対する避難は、かなり数日前から対処すべきものであり、分けて考える

必要があると思います。この文脈でむしろ大事なのは、短期的に命を守る避難の話と、土地利用法に関する話は、

これも文脈が違い、避難を促進するためのハザードマップと、居住を制限するためのものは異なると考えます。住

む地域を考える際、長期的な確率が重要であり、今日の私のプレゼンテーションの中では、住まいを決める話は、

リスクマップと呼び、ドイツやイギリスでは、保険にそのリスクマップを活用することにより、危険な地域に住む人口

を減らすことにある程度成功しているという事例があります。リスクマップと保険とひも付いて、自分が支払うべき保

険料が変わるとなれば、見方が変わってくると思います。啓発などの意識に頼るのではなく、それが制度として、

社会の仕組みに活用されていくようなことを考えるべきと思いました。 

 

AIG総研：有難うございます。次に佐藤さんですが、先ほどのプレゼンテーションで水位予測がありました。あの水

位予測を避難へ活用していけると感じていますが、いかがでしょうか。 

 

佐藤氏：水位予測の技術に関しては、ここ数年相当向上していると思っています。問題は水位測定の場所自体

が少ない、という点だと思います。荒川のような大きな 1級河川は国土交通省が測定しています。近年大きな被害

が出ている河川は、どちらかと言えば 2 級河川、しかも山間部にあり、人口も少ない地域です。そういう河川には

水位計がない中で状況を把握することが課題となります。昨年国土交通省が危機管理型水位計を 5,000 箇所に

設置する取組を開始し、今後徐々に増えてくると思います。まずは測定する、その測定を使い予測する、というこ

とになると感じています。 

 

AIG総研：御社では水位予測の実証が進んでいるとの理解でよろしいでしょうか。 

 

佐藤氏：はい、約15箇所で実証中です。2018年前半に導入された地方自治体もかなりあり、豪雨時にいろいろと

試された地方政府では一定の結果が出ています。 
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AIG 総研：有難うございます。これまでの議論はリスク評価、ハザード評価でしたが、次に保険会社としての役割

であるファイナンスの話を少しさせていただきたいと思います。 資料は SDGsを切り口とした題材の背景を説明し

たものです。SDGsの目標 11（住み続けられる街づくり）について、具体的なアクションが昨年の 6月に発表されま

した。国連、保険業界、ならびに ICLEI という世界 1,500 の都市が参加している共同体が合同で発表した取組で

す。ICLEI には日本の約 20 都市、東京都、愛知県、京都府などが参加しています。この 3 者が発表したアクショ

ンの目標が１から 10 あり、その中に永松先生ご講演のパラメトリック保険を含むイノベーティブな保険の開発を通

じ、持続可能な社会の実現に貢献するとしています。今日取り上げたいもう 1 つのファイナンスが、レジリエンスボ

ンドです。昨年のフォーラムで永松先生に触れていただきましたが、リスク移転の機能と防災インフラの財源を兼

ね備えたものです。まずパラメトリック保険から議論したいと思います。この保険を伝統的な保険と比較した資料が

P6 です。例えば、地震の場合は、特定の地点の震度 7 に対し、保険金を 1,000 万円払います、といったことを最

初に取り決めます。特定の地点における震度の程度に応じて保険金の支払額を定めるものです。したがって、損

害調査が原則不要です。損害調査は長期間掛かることが一般的ですが、迅速な保険金支払いが可能となりま

す。 

 一方で、短所はベーシスリスクです。永松先生も取り上げられましたが、パラメトリック保険では取り決めた金額

が支払われるため、実際の被害額と開きがあります。この差を最小化することがパラメトリック保険の開発で大きな

課題になります。先進国ではパラメーターの候補となるデータの種類が多いため、何かしらの解決策があると考え

ます。 

 登壇者の方々にご意見を伺いたいと思います。まず、技術的な点です。藤原さん、住宅とデータについては、

住宅性能表示制度が始まり多くのデータが収集されています。大手のハウスメーカーは地盤や構造計算などの

詳細な情報を保有しています。加えて、防災科学技術研究所がお持ちのE-ディフェンスでは、実際に建物を作り、

地震センサーを取り付けて建物の被害推定の実証実験をされています。極めて大量のデータが存在していること

になり、これを使えば、地震保険のリスク細分型という考え方ができるのではないかと考えますが、藤原さんのご見

解はいかがでしょうか。  

 

藤原氏：まず、センシングの技術が格段に進歩しつつあり、近い将来、個別の建物にセンサーが設置され、それ

に基づいた損傷度を客観的に、定量的に評価可能な時代がいずれ来るだろうと思っています。技術的にはかな

り蓄積されてきています。防災科学技術研究所では 10 年近くハウスメーカーや E-ディフェンスのチームがこうい

った技術の確立に取り組んで来ました。その成果が見えてきています。地盤の情報やハザードの情報の蓄積も進

んできており、非常にきめ細かく差別化した保険が可能になりつつあると感じますが、一方で、ハザードの局在化

と言いますか、非常にリスクの高い地点とそうでない地点の不確定性がそう大きくないために、調査すればそれが

顕在化し、保険制度が成り立たない状況もあり得ると考えます。事は単純でないと感じます。 

 私は様々な情報を持ってしまっているがために、判断に困るケースがあります。この取組には協力が難しい、と

いうようなこともあります。例えば、この人は病気になりやすいということが遺伝子を調べれば分かってしまう以上に、

これまで自然現象について無知過ぎたゆえに、調査すればほぼ確定的に分かってしまうことがあります。こういっ

たことを踏まえると、これを新しい保険にどう組み入れていくのか、非常に興味があるところです。 
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AIG 総研：有難うございます。次は永松先生にお聞きしますが、パラメトリック保険は防災テクノロジーを取り入れ

る余地が非常に大きい保険とのことで取り上げていただいていますが、この保険に需要があるのかどうかを検証し

ていく必要があるとのご指摘でした。一方で、日本は保険の普及率が低く、プロテクションギャップが大きい、との

ご指摘もありました。こういったギャップを減らすために、パラメトリック保険を活かす方法はありますか？  

 

永松教授：結構大きな質問を 2 ついただきました。その前に、さきほどの藤原さんのお話をすごく興味深く伺いま

した。個別の家ごとにリスクが変わってくる、そうなると保険が成り立たない、確かにそういう側面があると思います。

逆に保険があることで、単にリスクを示すだけではなく、具体的な保険料として跳ね返ってくれば、多くの人にとっ

てより安全な土地で家を建てる、ということが合理的な選択になる可能性があります。保険は単に人々の生活を守

るということのみならず、人々の合理的な行動を誘導するためのツールとしての可能性を感じました。これからの

防災に大きな可能性を秘めたものになると思いながら聞いていました。 

 

 

  

その上で、AIG 総研からいただいた質問ですが、まず、パラメトリック保険が地震保険に使える可能性ですが、

パラメトリック保険のメリットは取引費用の低減が大きいと感じます。例えば、途上国では少額のマイクロインシュア

ランスを仕組む際に、従来型の保険の場合は取引費用が高いので成り立たない少額の保険であったとしても、パ

ラメトリック保険であれば成り立つ余地が出てくると思います。地震保険は火災保険の 2分の 1以下での契約が決

められています。例えば 10分の 1程度の、当座の生活を成り立つ上乗せの保険は、おそらくパラメトリック保険の

ようなやり方でなければ採算が合わない可能性があります。そういった普及はあり得ると考えます。逆に、高額な

保険に対してパラメトリック保険を適用しようとすれば、逆にベーシスリスクの問題があります。こう考えると、どこま

でパラメトリック保険に需要があるのか、難しいところです。 

 もう1点のご質問、すなわちプロテクションギャップの解消につながるパラメトリック保険の活用ですが、こういった

ことが考えられるかもしれません。プロテクションギャップと呼ぶべきか分かりませんが、風評被害は大きな災害後、

必ず発生します。パラメトリック保険のベーシスリスクがデメリットと言われていますが、発生の有無が測定しにくい、

こういった風評被害は従来型の保険では補填できないことに適用できると感じます。実態が分からないし、きっか

けになるようなマスコミの報道などは捉えにくいと言えます。 
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 例を出せば、火山のふもとの温泉街は、噴火すれば必要以上に観光客が遠のく場合があります。噴火をパラメ

ーターにしたパラメトリック保険に対しては、近隣の温泉街などからのニーズがあると感じます。利益保険の応用

版という言い方ができます。そういったものは、開発の余地が大きいと思っています。 

 

AIG 総研：有難うございます。利益保険は、日本ではほとんど普及していない保険であり、プロテクションギャップ

の課題に密接に関連している点だと感じます。ここで実務に携わる方にコメントをいただきたいと思っています。

昨年のフォーラムにご登壇いただけなかった日本保険仲立人協会理事長の平賀理事長が今日は会場にお越し

です。保険の実務をご存じの平賀理事長から一言、このパラメトリック保険の使い方について、利益保険などに焦

点をあてお話しを伺いたいと思います。平賀理事長、前のほうによろしいでしょうか。 

 

平賀理事長：

初めまして。平賀でございます。昨年のフォーラム

は、インフルエンザに掛かってしまい、欠席しましたこ

とをお詫び申し上げます。これまでのご登壇者のお話

を非常に興味深く聞かせていただきました。幾つか気

付いた点をお伝えします。保険仲立人は、お客様の

立場で保険会社と保険交渉などに臨みますが、パラ

メトリック保険の普及があまり進んでいない点につきま

して、簡単にお話ししたいと思います。 

 

まずは保険契約者の立場から見ますと、パラメトリック保険がまだあまり知られていませんし、理解も深まってい

ません。永松先生ご指摘の通り、ベーシスリスクに対する怖さを企業がお持ちだと思います。購入したものの、保

険金の支払いを受けられないと言う危惧をお持ちのケースもありました。そうであれば、伝統的な保険のほうがより

安全に感じてしまうということです。保険金支払いの即効性の面からは、パラメトリック保険に分があります。伝統的

な保険は一般的には実損てん補式ですので、損害調査に時間が掛かる場合は多くあります。 

 

保険会社の立場から現状を語りますと、パラメトリック保険に似た保険を日本の損害保険会社も既に販売・提供

しています。災害後に仮払いとして保険金を支払い、その後損害調査を経て、仮払いした保険金の調整をすると

いう方法で販売しています。パラメトリックという表現が契約者には伝わっていないものの、パラメトリック化している

保険は、実は日本の市場に出回っているっていうのも事実です。 

 

 加えて、パラメトリックという言葉が、感覚的な話ではありますが、リーマンショック時の CDS や、スワップ、デリバ

ティブなどの派生商品などと同系である認識を持ってしまい、敬遠しがちなっていることが考えられます。 

 

 また、金融派生商品となれば、保険ではないため、事業報告書に記載しなければなりませんし、株主や投資家
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宛てに説明する必要が出てくるケースがあります。保険購買者の意識や認識の問題もあります。多くの企業では、

固定資産の管理をしている総務部が保険を担当されているケースは多く、意識が財物に傾注しがちに思われま

す。キャッシュフローに対する補償という発想は持ちにくいと思います。部門を越えて事業中断中のリスク、すなわ

ち逸失利益とその保険（利益/業務中断保険）の必要性を訴えていくことは、簡単なことではありません。 

災害に対する認識の問題もあります。首都圏を中心として、地震リスクに対する意識が薄れて来ていると思います。

2011 年の東日本大震災が発生し、すでに 8 年経過しています。建物の耐震検査をしたり、耐震化などの対策は

いくつも実施されています。耐震化したので、もう安心だとの思いがあり、慢心や過信ではありませんが、対策は

出来ていると言う意識が強いと言えます。 

 リスクコントロールとリスクファイナスは、リスクマネジメントで言うところの両輪であり、両方ともうまく同時に回さな

いと車はうまく回ってくれません。耐震のみならず、残余リスクのファイナンスも必要となります。 

 先ほど藤原様がお話をされました通り、技術的にかなりパラメトリック保険を形成する環境は進歩してきているこ

とが伺え、ベーシスリスクについても、技術的に克服していくことが可能になるように感じます。 

 普及が遅れていると言いながらも、実際に手掛けた案件の中で数十億円、あるいはそれ以上のパラメトリック保

険の媒介も扱っています。ニーズは確実に出てきています。それがまだ広まっていない、というところが現状だと

いう点をお伝えしたいと思います。以上となります。有難うございました。 

 

AIG 総研：平賀理事長、有難うございます。リテラシーの問題といいますか、保険を売る側がきちんと伝えきれて

いないところに利益保険の普及の低さが表れているのかもしれません。パラメトリック保険がここをどう解決していく

のか、われわれがこれから解決していかないといけない点です。私事で恐縮いたしますが、昨年 9月に、パラメトリ

ック保険のレポートをホームページに載せておりますので、ご関心がございましたらご覧いただければ幸いです。 

 次に、防災のインフラの財源に関する話を取り上げます。先ほど国連の SDGsに関連し、レジリエンスボンドに触

れました。これは、防災インフラの財源に関するファイナンスの手法です。主に米国で金融業界、地方都市、リス

クを定量化する専門の機関などが実証を行っています。防災インフラの地方政府の財源ですが、災害後は中央

政府から財源が拠出され復旧されますが、災害前に補強しようと思っても中央政府から補助がない、したがって、

災害前には地方政府が自ら資金を調達しないといけません。これは、日本も米国も同じ事情です。しかし、アメリ

カが日本と異なるのは民間の智恵を入れ、かなり活発に議論されている点です。仕組みを一言で言えば、防災イ

ンフラの恩恵を受ける人から財源を得る、という考え方です。恩恵を受ける人は誰かと言えば、災害後の公助を行

う政府、公共施設、その地域の企業や住民、加えて、保険会社です。こういったベネフィットを享受する人からイン

フラの財源を回収すべき、というのがアメリカで議論されているところです。再生エネルギーへの転換で電気代が

下がることを投資の財源とする考え方を用い、防災インフラを強化すれば、保険料が下がるという関係に適用でき

るのでは、という議論がなされています。 

 ご登壇者のご意見を伺います。まずは牧先生お願いします。日本では地域再生エリアマネジメント負担金が米

国での取組に近いと理解しております。ここにおける議論や活用方法についてご意見お願いします。 

 

牧教授：これに答える前に、平賀さんのお話を聞いて思い出しましたが、関西空港は今年赤字だろうと思ってい

たところ、黒字でした。理由として、保険で賄われているということを聞きました。あれだけの被害が保険で補償さ
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れるということをしっかりと理解することが必要です。次にご質問ですね、答えとしては、このグランフロントを例にと

れば、タウンマネジメントが防災対策や被害の拡大防止のための対策を施すという試みを考えてもいいと思いま

す。

その効果として、保険に必要なコストが下がれば関係者全員にメリットがでます。また、AIG 総研の話にあったよう

に、日本でもエリアマネジメント負担金ができるようになりました。これにより特定地域の便益について、フリーライ

ダーを許さないために地方自治体が仕組みを作り、関係者でファンドを集め、その地域に利用できるようになりま

した。この制度は米国の BID(Business Improvement District)にならったものです。私達が都市計画で習ったのは、

防犯対策を実施し、安全な町にすることによって地域の価値を上げるという制度です。防災で同様なことを考えれ

ば、このエリアは防災対策を実施しているので積極的

に投資をして下さい、という仕組みが考えられます。

加えて、その地域の保険料が下がる仕組みがあれば、

追加的な効果があります。例えば、大阪の地下街は

管理者がそれぞれ違います。1 社だけ浸水対策を行

っても意味がありません。エリアとしてどうすべきか、と

いうことが非常に重要です。行政に頼るのではなく、

地下街の関係者が協力して行う。防災対策を実施す

ることで保険料が安くなる、という仕組みができれば、

BIDという枠組みがうまく機能するのではないかと思い

ます。 

 

 

AIG 総研：有難うございます。次に永松先生、この点に関する米国での議論について補足いただければ助かりま

す。 

 

永松教授：まず、関空のお話は私も初耳でした。海外の事例は非常に面白いと思いましたが、直接日本に持ち

込み日本もやるべき、というのは暴論かもしれません。財政制度などが全く違います。特にアメリカの場合は、そう

いったインフラも民営化が進んでおり、例えば、コンセッション方式ではインフラの運用を民間企業が運営してい

ます。日本では水道事業でも今後導入予定ですが、管理責任が民間企業になります。災害の場合のファイナン

スも民間企業で考えることになります。保険が選択肢に入ってきますが、自治体が保有する公的な資産の場合、

保険を選択する発想はなかなか出てこない。それは、地方債を事後的に発行したほうが、割安だからだと思いま

す。 

 アメリカのほとんどの地方自治体は、財政の収支均等への要請が極めて強く、借入が容易にできないことになっ

ています。地方債の発行額にも上限が課せられているようです。そうしたことが、保険を促進する要因としてあると

言えます。日本での普及を考えれば、比較的規律の緩い日本の財政制度そのものも検討の対象になると思いま

す。 
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AIG総研：有難うございます。この分野は関心を持っており、アメリカでの議論などを積極的に調査し、今後も発信

していきたいと考えております。時間が限られていますので、次のテーマの BCPに移ります。 

 BCP に対する目線としては、自社の従業員は大丈夫なのか、建物や製造設備がどう影響を受けるのか、それを

支える社会基盤であるインフラやライフラインがどう影響を受けるか、サプライチェーンがどうなるのか、自社の足

元から考えていくと、このような思考順序になると考えます。スライドに示しますが、サプライチェーンを断絶するリ

スクに関する調査レポートをDHL社が発表しました。リスクのなかで最も影響度が大きかったリスクが地震となって

います。理由としては、ライフライン、インフラなどへの影響が広域にわたるからだと推測されます。構造計画研究

所の佐藤さんより、先ほどサプライチェーン 7,000 社の地震による被害状況をリアルタイムで把握するシステムの

ご紹介がありました。このシステムは、災害後のみならず、災害前の想定にも使えますか。意図としては、災害前

の BCP策定に活用できるかどうか、という点です。 

 

佐藤氏：使えます。機能的として入っています。例え

ば、あるお客様は南海トラフのあるシナリオに沿った

地震が起きた場合に、サプライチェーンのどこが同時

に被災するのか、同時に被災する可能性が高いので

あれば、代替案等の対策を検討する、という使い方を

されているそうです。 

 

AIG総研：サプライチェーンの見える化が進み、シナリ

オに沿った代替案の立案も可能になるということです

ね。こういったシステム構築のコストの目安を教えてい

ただくことは可能でしょうか。 

 

 

 

佐藤氏：ああいった仕組みを紹介すると、非常に多くの企業に興味をもっていただけます。ただし、最初の障壁は

自分たちのサプライヤー情報が管理できてない、というケースが非常に多いです。今日ご紹介した事例のお客様

は非常によく管理されており、5 次サプライヤーまで、製品毎に関係しているサプライヤーを全部ツリー状で管理

されているそうです。こういう管理がされているとシステム構築は容易ですが、1次サプライヤーまでは把握し、2次

サプライヤーの把握は約半数、3 次以降のサプライヤーは分かりません、という企業が大半です。そういった企業

の場合は、効果の程度を測定するのは非常に難しいです。こういったことを踏まえ、適切に管理されているケース

では基本的な体制であれば 1,000万円から 2,500万円が目安となります。ご紹介した事例は、その倍から 3倍程

度のコストがかかっています。ただし、基調講演の藤原さんの SIP の成果を使えば費用はそれなりに下がると感じ

ています。ご紹介したシステムは SIPの成果が出る前に当社が基本的に設計したためです。 

 

AIG総研：有難うございます。続けて佐藤さんへもう 1点お聞きしますが、先ほど高層ビルの長周期地震動の揺れ

のシミュレーションをご紹介いただきました。あのシミュレーションを工場に適用し、地震による揺れを再現すること

は可能でしょうか。もしくは実際に再現されたことはありますか。 
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佐藤氏：先ほどの平賀理事長のお話に関連しますが、まず企業で BCP を考える際、耐震補強を実施しているか

ら大丈夫、という方が非常に多いですが、これは結構大きな間違いと言えます。耐震補強と BCP 対策はイコール

ではありません。理由は、耐震補強の基準は建物内の人が亡くならない、建物が倒壊し人的被害がない、という

基準です。BCPは事業継続ができるという基準ですので、ここに大きな開きがあります。そこがまず 1つ目です。 

次に、建物が大丈夫でも設備が使えなければ事業を継続できません。また、従業員が通勤できないと事業継

続できません。いろんな要素が複合的に関連しており、全部クリアできないと事業継続はできません。そういう状

況のなかでも建物、設備を含めて大丈夫か、という点の確認が非常に重要だと思います。建物内の設備も含めて

耐震性を見たいとご要望される企業は徐々に増えてきています。ここ数年でようやくそこまで意識が上がってきて

いると言えます。そういった企業が先導して広がっていくことを期待します。 

 

AIG総研：有難うございます。今の質問の背景ですが、某大手電機メーカーが熊本地震で被災した際、被災直後

の工場内の設備が目も当てられない状況だったようです。自分の工場がまずどうなるのか、建物のみではなく、製

造ラインがどう影響を受けるのか、こういったシミュレーションを使い想定することがきわめて重要なことだと感じた

次第です。引き続き BCP の話を続けます。サプライチェーンの見える化を取り上げたいと思います。藤原さんへ

お聞きします。SIP2 期の広域経済被害推定の取組ですが、名古屋大学ならびに京都大学防災研とともに、サプ

ライチェーンの見える化やボトルネックの事前の把握も共同で実施されていると理解しています。5 年間の研究が

終わられたあと、このサプライチェーンの見える化は、どの程度進んでいくと思われますか。 

 

藤原氏：SIP2 期は始まったばかりで、経済被害推定や、ボトルネックの解消など非常に難しい問題に取り組んで

いますが、経済被害を克服する取組を政府や民間と合同で進めていくことがいかに重要か、と痛感しています。

プロジェクトを立ち上げて 1 年目ですが、対象としている災害シナリオが南海トラフの巨大地震です。あまりにも問

題が難しく、一筋縄ではいかない、到底どうにもならないような課題も含めて、まだ手探りの状況である、というの

が正直なところです。そういった研究の重要性を多くの方に理解していただき、これをサポートする仕組みづくりも

含めて考えていくことがこれから数年間の課題になるのではないかと思っています。 

 

AIG 総研：コメント有難うございます。今この SIP2 期は中部地域での取組です。関西圏でも検討、議論していくこ

とが重要だと考えますが、牧先生いかがでしょうか。 

 

牧教授：産業構造が中部地域と関西では異なり、関西のほうがリダンダントだと考えます。別の言い方をすれば、

中部地域で進むというのは産業のピラミッド構造がしっかりしているので、1 つこければ、みんなこける、ということ

が起こりえます。関西はまとまらず、いろんな人たちが、いろんなことをやっているのでリダンダントだと感じます。

関西の場合は、それぞれの企業が独自ですばらしい試みを行い、それぞれが強くなるということが合っているの

ではないかと感じます。 

 

AIG 総研：有難うございます。時間が少なくなっておりますので、ご質問を寄せていただいた中からご紹介をさせ
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ていただきます。藤原さんへのご質問でございますが、地震計が 5,000では足らないとのことですが、民間企業の、

例えばガス会社のセンサーを使う、そういった民間企業との協業の可能性はいかがでしょうか。 

 

藤原氏：文部科学省のプロジェクトでは、首都圏を対象として東京ガスがお持ちの非常に高密度な地震計のネッ

トワークを合わせた検討なども進み始めていることは事実です。しかし、民間企業は目的が明確で、それに特化し

た運用をされています。それを一般的、汎用的な形でネットワークの中に組み込んでいくには、そのコストを誰が

負担してサービスを継続的に展開するのか、など多くの課題があります。多くの地震計があれば分かるようになる

こともありますが、民間がお持ちのセンサーをより公的な目的に一般化して、継続的に利活用可能な運用の仕組

みづくりが実は非常に難しく、どう構築していくのか、という点が課題だと感じています。 

 

AIG 総研：有難うございます。予定していた論点を終わらせることができませんでしたが、時間となりました。今日

は様々な災害関連に興味をお持ちいただいている方へご参加いただきました。防災テクノロジーの社会実装に

ついて、使い方のヒントやアイデア、示唆などを皆さまと共有できたのであれば幸いです。長丁場ではございまし

たが、お付き合いいただき、有難うございました。 
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総評 

 

京都大学 防災研究所 社会防災研究部門教授 多々納 裕一氏 

 

 

 

 

 

※講演資料は弊社WEBサイト（リンク）からご覧いただけます。 

 

京都大学防災研究所の多々納と申します。もうだいぶお疲れだと思いますが、総評をはじめますので、よろしく

お願いします。 

 

 全体でどういうことを学んだか、これをまとめようと思いましたが、とても大変で途中で諦めてしまいました。今回

のフォーラムも結構情報が多かったと思います。部分的に整理すると、このスライドのようになると思います。まず、

藤原さん、佐藤さんから、今存在している技術要素のご説明がありました。リアルタイム地震被害推定ですが、実

際には地震観測をして、どういう地震動の分布があったか分かります。リアルタイムで予測することもできると思い

ますが、両方同時に実施すると、差異が生じる場合があると思いますが、何故でしょうか。 

 

藤原氏：基本的には観測された事実を優先的に採用します。 

 

多々納教授：ということは、リアルタイムで予測しなくてもいいですよね。 

 

藤原氏：この予測を使って隙間を埋める、ということです。 

 

多々納教授：そうですね。そこですね。まず観測したのがあって、それで周期を予測するのがあって、予測だけで

観測を伴わないと、実は変な予測をしてしまう。観測で修正を掛けてもう 1回予測すると、より良く当たる。これです

ね。そのときに、違うやり方としてダウンスケーリングということもありますが、統計だけだと信用性に欠けます。これ

に物理的なデータを入れると、メカニズムがしっかりし、なるほどと思うレベルまで出来上がります。そういう意味で

言えば、信頼度が高い話をされてきたのがこの SIPの今までの 5年間の話です。SIP2期では、経済影響の議論を

されようとしています。広域波及効果も恐らくあり、その応用編で言えば、先ほど話が出ましたパラメトリック保険の

話や、あるいはレジリエンスボンドなどの話が出てくることになると考えます。そういう話へつなげていくためには、

同様の信頼度やデータ同化の技術だとか、要するに観測についても必要になってくるということだと理解しました。

このあたりの議論は、我々も経験がありますが、事後にならないと分からないところもあると思います。実際の声を

拾うためにアンケート調査なども必要だと思います。大きな課題だと思います。 

 

専門：防災経済学、計画理論、災害リスクガバナンス。京都大学工学部土木工学科卒業、同大学博士

（工学）。災害が社会経済システムに及ぼす影響の計量化方法に関する研究を進め、総合的な被害軽減

方策の適正な計画・管理のための手法・ガバナンスに関する研究に従事。世界 170 機関が参加する世界

防災研究所連合(GADRI)の総括責任者。 

http://www-510.aig.co.jp/about-us/institute/forum/02.html
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産業にとって重要なことは、キャッシュが入ることですが、これは企業も、あるいは家計も同じです。被災した際

になんらかのキャッシュが担保され、事業が継続できる、生活ができる。そういうことに今のような技術が使えない

かと考えます。そういう意味ではぜひ頑張ってもらいたいと思いながら聞いておりました。 

  

それから佐藤さんのお話は、進化の度合いを目のあたりに感激しながら聞きました。問題はハザード自身の頻

度が分からなことには行き詰る、と考えます。それを与えれば、結構うまく活用できると思います。AI やモニタリン

グの話もありました。繰り返しになりますが、頻度の話が重要だと考えます。政府が進めているそういった調査も含

めて、トータルに考えていくことが重要だと思いました。 

  

牧先生のお話しは、南海トラフ地震に備える政策研究という非常に広い範囲の中から、ハザードシミュレーショ

ンの活かし方という面白い切り口でした。一番印象的だったのは、当たるわけがないということです。今日はこれを

覚えて帰っていただきたいと思います。 

  

シミュレーションは当たる、当たらないではなく、目的に合ったアウトプットかどうか、ここが重要だと思います。し

かし、この判断は難しいです。それでも当たってほしい、という気持ちがあるのも事実です。そういうことで言えば、

どういうモデルを選ぶべきか、これは難しく、課題の多い話しになると思います。 

  

次に永松先生のパラメトリック保険の需要に関する課題提起ですが、日本のランキングを知らなかったので衝

撃的でした。プロテクションギャップが、フィリピンが最も大きく、日本は 3 番目に大きいという点です。日本は先進

国ですか、と問いたくなります。企業向けの地震保険が普及していない状況は、アンケート調査を通じて理解はし

ていました。保険があれば、確かに復旧のスピードが速い、データが少ないので統計的に有意に出ませんが、明

らかに復旧の後押しをすることは理解できます。 

  

別の調査では、災害後は流動性が損なわれるという調査結果もあります。保険がなぜ普及しないのか、先ほど

の平賀さんの話で販売先が適切ではない、これは盲点でした。要するに保険担当が多い総務部門の方は関心

が低いと。財務部門の方でなければ、キャッシュフローの話は届かない、という点は現場ならではの声でした。こ

れも平賀さんがおっしゃいましたが、リスクコントロールとリスクファイナンスは両輪だ、この点も企業の方に届いて

いないような気がします。 

  

ハード対策ですが、リスクを抑えこめば残余リスクは小さくなります。その残余リスクの処理にもう一歩、リスクファ

イナンスが必要なのですが、実際は忘れたことにしている、したがって、災害後に苦労した、という話しだと思って

います。保険などを使いその残余リスクをいかにリスク移転すべきか、ここが重要だと思っています。 

今回のフォーラムでは、いろんなツールが出揃っていることが分かりました。使えそうな場面もだいぶ分かりまし

た。しかし、それをどう使うのか、いろんなところでよく聞きます。研究者に対し、自分達が好きな領域にのみ閉じこ

もり、それをサイロという言い方で呼ぶ人もいますが、サイロに閉じこもって研究をしているから、それでは役に立
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たないケースが多い、と言われます。災害連携でも同じようなことが言われています。例えば、地震の災害リスクア

セスメントのエキスパートは災害全体のプロセスに対しての貢献を自分の仕事と思わない、ということです。 

 

気候変動や SDGs などのプロジェクトでは、Co-design、Co-planning、Co-development などの言葉が多用され

ています。Co-が意図するところは、研究者とユーザーです。研究成果を使うユーザーとともに、最初から研究を

デザインしアウトプットを考えましょう、ということです。そういう傾向があります。今日藤原さんがご説明された SIP も

恐らくそういう仕組みになっていると思います。皆さんが今日の話を聞かれて、幾つかの気付きがあったと思いま

す。これを使って自分たちの仕事や製品がどう進化するか、などとお考えになったと思います。研究者は、皆さん

の声を欲しがっています。研究に反映したいと思っています。したがって、こういうフォーラムの機会を使い、交流

が産まれ、研究者側もより良いアウトプットが出てくる、そういうことなのかもしれません。 

  

藤原さんの講演のスライドのなかでは、SIP4D の説

明がありました。ここに多くのデータが入るようになると

思いますが、そこにあるデータを使いながら、実験に

使えるということなのだと思います。 

  

多くの方が実験に使いたいと思われるでしょう。私も

その一人です。このような既存の取組から、民間との

連携が拡大していくことが多いに期待されます。こん

な方向性が今後どんどん進むと思います。 

 

  

今回は観測とか調査が議論として取り上げられました。特に地震計やドローン、衛星などの先端的な観測調査

が紹介されました。一方で、災害後に現地を損害調査し、企業の方に話を聞き、現場の生の声を聞くと色んなこと

があります。例えば、利益保険では、逸失利益を立証するのは簡単ではありません。しかし、立証しないことには、

保険金を支払ってくれません。では、販売予定だった全てのケースを立証できますか。現実的には出来ないと思

います。経営の根幹に影響が及ぶ可能性もあります。 

 

 これに対して、永松先生が取り上げてくれたパラメトリック保険は立証の必要がないかもしれません。そういう現

場の生の声やニーズを拾い上げる現場調査もやはり重要だと思います。そういった組合せというか、協働体制の

ような仕組みが必要だと思います。 

 

 様々な関係者のネットワークや協力体制が益々重要になると思います。特に今日は AIG 総研のフォーラムです。

AIG 総研が、そういった体制をどう構築していくのか、その辺りのことを見てみたいと感じます。AIG 総研のみなら

ず、本日の参加者のなかには、今日取り上げられた防災テクノロジーの組合せを色々と連想されたのではないか

と思うところです。こういった機会が与えられたことは重要だと感じます。恐らく AIG総研の方々も、今日をきっかけ
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に始まるアライアンスを認めない、と言うことはないと思います。 

 

主催者としての今後の課題は、パネルディスカッションの冒頭のスライドに表されていましたが、防災テクノロジ

ーをリスクファイナンスへどう取り入れていくのか、これに永松先生が問題提起されたプロテクションギャップを解

消していくことだと思います。 

 

次から次に話しが飛びますが、藤原さんの SIP2 期のプロジェクトはリアルタイムで経済被害推定を算出すると

いう取組です。一方で、地震動と業務停止による損失のモデルに関する研究もあります。そういったこれまでの取

組が統合されれば、形にできるところまで来ていると思います。技術はそこまで来ています。そういったことをパイ

ロットでも始められればと強く感じるところです。 

 

 それからもう 1 つ。社会心理学のプロテクション・モチベーション・セオリーには、Outcome Expectancy と

Self-Efficacy という二つがあると言われています。前者は施策やプロジェクトの実施の意義です。後者は、その実

現についての自己効力感です。これを避難に当てはめて考えたいと思います。避難するためのオプションがない、

だから避難できない、こういったケースは Self-Efficacyがない状況です。もう 1つは、避難しても誰も喜んでくれな

い、と口にする高齢者の話しです。昨年の避難のケースで耳にしました。これはOutcome Expectancyがない状況

を指します。その動機付けとして、例えば、個別避難訓練を通じて、小学生に一緒に避難しよう、と言われれば、

高齢者も避難します。Self-Efficacyは、別の意味では、避難にあたってのコストの話になります。または、行動に移

すにあたっての努力の程度の話しになります。コストの話であれば、保険や災害ファイナンスにも関連してきます。

話しはそれますが、後者の Self-Efficacy は今日のフォーラムにも当てはめられます。今日のフォーラムを通じて、

Self-Efficacyは高まったと思います。 

 

話しが脱線するので、ここでやめて、最後にまとめに入りますが、今日のフォーラムを通じて何から始めるか、リ

スクファイナンスで何にチャレンジをしようか、こういった話に繋がるように期待しています。いい事例が紹介されま

した。保険については、少額の家庭向け、風評被害、業務停止損失、いろいろ工夫できると思います。それからレ

ジリエンスボンド、これも面白いと思います。エリアマネジメントの負担金とかをもっとロジカルに組み立てていく、こ

んなことに貢献できれば、素晴らしいと思います。 

 

 サプライチェーンも話が出ました。自社の工場の建屋のみならず、製造設備の被害想定も紹介されました。まず

は足元から知るべきだという話です。企業が持つ資産の損傷の程度は、その資産の可用性で決まると思います。

生産能力の回復の程度も、そういったシミュレーションを事前に実施していれば、精度の高い被害想定も可能に

なると思います。 

 

 今日の話を受けて、新しい一歩をどう踏み出すか、そこについての議論が次の課題、あるいは、今後の議論の

スタートだと感じています。以上、時間となりましたが、長時間、お聞きいただき、有難うございました。 
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ご挨拶 

 

大阪府危機管理室 防災企画課長 宍戸英明 氏 

 

私は行政マンです。行政マンとして私が考えている

気づきと、先生方を初めとする登壇者の方々の気づき

がまったく違うという点と、同じだと思う点を今日は多く

聞くことができました。6 月 18 日に大阪府北部地震か

ら 1年を迎えました。昨年、私はこの職に就任しました。

6名お亡くなりになりました。  

 

先ほどシミュレーションの話がありました。大阪府北部地震では全壊家屋 18 棟でしたが、行政で多く議論され

た問題は、一部損壊の棟数が 65,000 棟発生したことです。こういった被災者の生活再建が議論になりました。

65,000 棟の一部損壊を想定していませんでした。そういった問題に防災テクノロジーを活用できるという気づきを

得ました。 

 

もう 1 つの災害の台風 21 号では、8 名の方がお亡くなりになりました。暴風であるにもかかわらず外出をされ、

転倒したり、飛散物が当たったりしてお亡くなりになられました。個人的にも、行政の立場としてもいろんな気づき

がありました。この暴風の中、なぜ外出されたのかと考えさせられました。命を守るため、屋内にいて身を守るとい

った行動を台風が過ぎ去るまで取っていただいたほうが良かったと考えます。今日のフォーラムでも啓発というこ

とが議論になりました。こういった方々に 1 人でも適切な行動を取っていただくための情報をどう渡すか、ここもテ

クノロジーの活かし方に少し議論が要ると感じています。 

 

行政の現場の話をしますと、市町村で防災部局に携わる方は大変な思いをされています。少ないところではご

担当が 2 人というところもあります。そういった方々が日頃から地震の脅威が叫ばれている中で、アナログ的に防

災業務に携わられています。出来ることが限られている状況であるのも事実です。そういった日常的な防災業務

をテクノロジーで効率化をしていかないと、来るべきリスクに対して十分に備えられないと感じています。 

 

このフォーラムに参加をし、防災テクノロジーの重要性を改めて感じた次第です。今後、このフォーラムをきっか

けに、われわれ行政にとっても、皆さま方におかれても、より良い防災活動に繋がることを期待します。いろんな声

を聞き、いろんな人と話をし、連携をしていかなければいけない、と改めて実感した次第です。今日のフォーラム

に参加させていただいた感謝を込めて、私の挨拶とさせていただきます。有難うございました。 
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開催概要 

日  時 2019年 6月 12日（水) 14：00～17:00（13:30開場） 

場  所 グランフロント大阪タワーB 10階 Room B01+02 

後  援 一般財団法人 アジア太平洋研究所 

 

 

プログラム 

14:00-14:10 
開会の挨拶 

（逐次通訳あり） 

AIGジャパン・ホールディングス株式会社 

代表取締役社長兼 CEO ロバート・ノディン 

14:10-14:45 

基調講演 

「リアルタイム地震被害推定を中心とした

SIP1期の研究成果」 

防災科学技術研究所  

マルチハザードリスク評価研究部門長     

藤原 広行氏 

14:45-15:15 

 ショートプレゼンテーション 

  

  

京都大学防災研究所教授                 

牧 紀男氏 

関西大学社会安全学部教授               

永松 伸吾氏 

構造計画研究所  

公共企画マーケティング部長                   

佐藤 壮氏 

15:15-15:30 休憩 

15:30-16:35 

パネルディスカッション 

「防災テクノロジーの社会実装―地方自治体や民間企業等での事例と将来展望」 

  - パネリスト  上記プレゼンター（４名） 

  - モデレーター 
AIG総合研究所主任研究員                 

服部 和哉 

16:35-16:55 総 評  
京都大学防災研究所教授            

多々納 裕一氏 

16:55-17:00 閉会の挨拶   
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 本ドキュメントは保険もしくはその他一切の金融商品の販売、勧誘を意図したものではありません。 また、本ドキュメントは具体

的な特定の取引をご提案するものではなく、その実現性を保証するものでもありません。  

 AIG総合研究所（以下「AIG」と呼びます。）は、本ドキュメントの利用あるいは利用の結果に関して、その正確性、精度、信頼性

などについていかなる表明および保証も行うものではなく、その利用の結果については責任を負いません。 AIGは、本ドキュ

メントがいかなる場所においても適切であり利用可能であることを表明するものではありません。 AIGは、正確かつ最新の情

報を本ドキュメントで提供するよう合理的な努力をしていますが、誤差・脱漏が生じる場合があります。 

 AIGあるいは本ドキュメントの企画、作成または提供に関わるいかなる当事者も、お客様が本ドキュメントを利用したことあるい

は利用できなかったことに起因する直接的、偶発的、結果的、間接的損害あるいは懲罰的賠償の責任を負うものではありませ

ん。  

 本ドキュメントに掲載されている内容に関する権利は、AIGおよび AIGが利用許諾を得た著作権者に帰属します。無断で転

用・複製・改変をすることはできません。

 

資料お問い合わせ先 AIG総合研究所 

〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町 3－1グランフロント大阪タワーB 37階 

Email: AIGInstitute@aig.co.jp 


