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    This paper introduces an economic viewpoint on disaster mitigation policy, especially on reinforcement of 
vulnerable structures that are owned privately. There are three types of policy method for the promotion of 
reinforcement;  1) raising a probability of disaster that is recognized by the owner of the structure, 2) decrease the 
cost of  reinforcement, 3) increase the cost of non-reinforcement.  The main conclusions are as follows. First, 
awareness raising is unlikely to be an ingenious strategy since the chance of being killed by earthquake is relatively 
lower than that by other risks like a traffic accident. Second, the reinforcement policy should be correspondent with 
existing policies and social system, otherwise it would not be feasible. Third, effective and feasible policy should be 
a package of the several different methods, from mandate to incentive methods such as penalty on non-reinforcement 
to subsidy for reinforcement.   
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１．はじめに 
 
 既存不適格建造物をはじめとする脆弱な建造物の耐震

化はわが国における防災上の最優先課題の一つである。

このことは、防災に関わるすべての人々で共有された認

識であるといっても過言ではないだろう。しかしながら、

特に住宅をはじめとした個人所有建造物の耐震化につい

ては、一部の自治体によって無料耐震診断や耐震改修費

用への公的補助などを行っているだけである。しかもこ

れらの制度すらも有効に利用されているとはいえない状

況にあり、ほぼ無策のまま今日に至っている。 

そもそもこの問題に対して学術的な分析は必ずしも十

分ではなかった。目黒・高橋(2001)はその例外の一つで

あるが、彼らが指摘するように一般住宅の耐震補強対策

は社会制度やシステムの問題であり、技術の問題ではな

い。それにもかかわらず、制度設計を得意とすべき社会

科学はこの問題にこれまで関わってこなかった。そのよ

うな問題意識を元に、具体的政策の立案へ向けての基本

的論点を整理しつつ、経済学の立場から政策提言と今後

の防災研究の展望を行う。 

 
２．耐震補強推進の政策的意義 
 
 そもそも耐震補強を推進することは政策的にどのよう

な意味があるのか。本来個人が所有する住宅は自己責任

で管理されるべきであるというのが、私有財産制の原則

であることは疑いない。そしてこのことが国による耐震

補強への公的補助を妨げる主要な論拠となっている。 
しかしながら、個人への補助金という手法を取るか否

かは別として、個人住宅の耐震補強を推進するために政

策的介入を行うことには、少なくとも次の４つの理由に

よって正当化されるだろう。 
 

(1) 事後的な対応よりも低コストである。 
事前の耐震補強は地震による倒壊家屋数を削減できる

から、震災後に政府に発生する救助活動、がれき撤去費

用1、仮設住宅の建設・運営費用なども同じく削減するこ

とができる。これは目黒・高橋(2001)でも強調されてい

る。 
 

(2)人命を守る 
 これも目黒・高橋（2001）が強調している点である。

阪神・淡路大震災では多くの人命が建物の倒壊によって

一瞬のうちに失なわれている。したがっていかに優れた

災害対応能力を持ってしても、建物の耐震化なくしては

人命を守ることは出来ない。 
 
 (3) 外部不経済の存在 
 ある経済主体の活動が他者に費用負担をもたらすもの

を外部不経済という。例えばある住宅所有者が耐震補強

を怠ったために、彼の住宅が震災によって倒壊したとす

る。それだけであれば単に彼が損をしたというだけなの

だが、例えばそれによって彼の住宅から出火し、倒壊し

なかった隣接家屋まで焼失したとしよう。このとき彼が

耐震補強しなかったことによる損失は隣家の所有者にま

で及ぶことになる。これは外部不経済の典型である。こ

のような場合、経済学は社会的に最適な水準の耐震補強

を行うには、政府の介入が必要であると説く。なぜなら

耐震補強を個人の自由に任せてしまえば、彼は家屋の倒

壊によって自分のみが蒙るであろう損失が耐震補強の費

用を上回る限りにおいてしか耐震化を行わないからであ

る。社会的には隣家の被害まで考慮して耐震化を行うべ

きであることは言うまでもないが、彼は自分の家屋の耐

震化にそこまで考慮することはない。従って結果として

社会的に過小な水準でしか耐震化が進まないことになる

のである。これは政府の介入を正当化する根拠の一つと

なる。 
 
(4)経済システムの安定化 

                              
1 これは法制度上政府に課せられた義務ではないが、阪神・淡路

大震災では政府負担で行われた。 

 



 

 ほとんどの個人にとって住宅は重要な資産であり、特

にローンを組んで購入した物件にはほぼ例外なく抵当権

が設定されている。従って地震によって担保物権が消滅

した場合は不良債権化する可能性がある。特に個人経営

の事業所などに多い併用住宅の場合は、事業資金の借入

に自宅を担保にする例も少なくない。こうした住宅が倒

壊した場合には資産と同時に営業活動も停止するため、

破産に追い込まれる可能性が高い。 
 幸いに阪神・淡路大震災では金融システムそのものが

危機に直面するといったほどの信用不安は起きなかった

が、次回もそうであるという保障はない。建築物の耐震

化が進むことはこうしたリスクを回避し、経済活動の安

定化に寄与することとなる。 
 
３. 個人が耐震化を行うインセンティブ条件 

 
ところで社会的に耐震化の便益があるということは、

個人にとってもそうであるということを必ずしも意味し

ない。その理由はすでに述べたように、社会的な費用便

益と私的な費用便益は一致しないということであるが、

もう一つは、特に震災のような不確実な事象に関しては、

個人の意思決定は主観的なリスクの認識ならびにリスク

への選好に左右されるという点である。 
ここで個人が耐震化を行うためのインセンティブ条件

を簡単なモデルで考えてみよう2。p を地震により家屋が

倒壊する主観的確率であるとする。これは必ずしも科学

的に導出された値である必要はなく、あくまで彼の「思

い込み」の値であるとする。もちろん、家屋が倒壊しな

い確率は 1-p である。また x を彼が保有する現在の資産

額であるとし、地震による被害額を d とすれば、被害に

よって彼の資産額は x-d になる。 
u を彼の満足度を表す指標だとしよう。以下これを効

用と呼ぶことにする。彼の効用水準は資産額の増加関数

であり、u で表されるものとする。耐震化投資を

せずに地震のリスクにさらされた場合、彼の期待効用、

すなわち効用の期待値は

)(xU=

)()1()( xUpdxpU −+− で表され

る。一方、m のコストを支払って耐震化を行い、家屋倒

壊のリスクから解放されたとすると、そのときの効用水

準はU であるから、彼が耐震化を行うことを選択

するためには、次式を満たさなければならない。 
)m−(x

 
)()1()()( xUpdxpUmxU −+−≥−    (1) 

 
 この式は次のような含意がある。第一に、耐震化する

かしないかは個人の選択であり、社会全体の集合的意思

決定ではない。従って耐震化を推進するとは、(1)式が成

立する個人をいかに増やすかという問題なのである。 
また、(1)式が成立する上で、耐震化費用が被害を下回

る（m ）ということは、必要条件ではあるが十分条

件ではない。図１は(1)式をグラフ化したものである。こ

こで m*が彼が耐震化に支払っても良いと考える最大のコ

スト（プレミアム）を表している。なぜなら m*を支払っ

て耐震化を行った場合の効用が、耐震化を行わないとき

の期待効用と等しくなっており、これ以上の m の値は(1)

d≤

式が成立しないからである。 
ところで、m*の値は様々な要因によって決定される。

特に注意すべきは、彼が保有している資産額 x である。

図１から容易に推測できることであるが、もしも x の値

が小さければ、効用関数 U(x)の勾配が急になるため、m*
の値も小さくなるということである。これは他の条件を

一定とした場合でも、裕福な人に比べて貧しい人が耐震

化に支払っても良いと思う金額が小さくなることを意味

する。つまり、客観的にみて耐震化そのものに経済的便

益があるとしても、経済的理由により耐震化を行わない

ことを選択するということは十分合理的なのである。  
別の例を挙げるならば、国民皆保険制度を持たない米

国では、経済的理由で健康保険に加入できない人々が

3000 万人いると言われている。彼らもまた保険に加入し

たほうが結果的には得であるということを理解しつつも、

無保険者のおよそ 74％が保険料が高すぎることを理由に

無保険であることを選択している (The  Newshour and 
Kaiser Family Foundation, 2000)。耐震化の問題は、経済学

的にはこうした問題と全く同じ構造なのである。 
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図１ 耐震化に支払える最大の費用 

O 

 
さて、(1)式から、耐震化を推進するためには大きく分

けて次の三つの方法があると推論することができる。 
 

(1) 主観的確率を上げる。 
 地震発生のリスク認知が高まれば（つまり p の値が上

昇すれば）、右辺の値は減少するため、(1)式が満たされ

るやすくなる。具体的には住民への地震リスクなどの情

報提供になるが、意識向上などの啓発活動もここに含め

て考えよう。 
 
(2) 耐震化コストを下げる。 
 耐震化コストを低下させる（つまり m の値を減少させ

る）ことによって、左辺の値は増加する。これはすなわ

ち耐震化に際し公的補助を行うことや、ローンに対し利

子補給を行うことなどが挙げられる。現在横浜市や静岡

県などの自治体で採用されている手法のほとんどがこれ

に該当する。 
                               
2 以下のモデルはフォン・ノイマン＝モルゲンシュテルンの期待

効用仮説に基づいている。詳細は標準的なミクロ経済学の教科

書に記述されている。 

(3) 耐震化しなかった場合に生じるコストを上げる。 
 (1)式右辺の値を低下させる方法である。この方法はさ
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らに次の二つに分類することができる。まず一つは、地

震が発生した場合の被害を現状より大きくすること（す

なわち d をさらに引き上げること）である。具体的には

例えば住宅全半壊者に支払われる見舞金や住宅再建支援

の廃止などである。ちなみに目黒・高橋(2001)で提唱さ

れた「しかるべき耐震補強を済ませた建物が被災した場

合に、建て直しも含めて被災建物の補修費用の一部を行

政が負担することを保障する」という制度は、言い換え

れば「耐震補強を済ませていない建物が被災した場合に

は一切の公的保障を行わない」ということであり、この

分類に該当する。 
もう一つは耐震化していない家屋にコストを課す方法

である。例えば非耐震家屋に対してペナルティーを科す

ことや、「非耐震家屋税」なるものを創設し、脆弱性が

高い建物ほど高い税を支払わせるなどである。個人に便

益を与える耐震化補助とは全く対極の政策であるが、こ

の一見両極端な政策が、資源配分上は全く同じ効果をも

たらすことは「コースの定理」として知られている3。 
 
 政府が強制的に耐震化を義務付けるといった命令的な

手法を除き、耐震化へのインセンティブを与える政策は

かならずこの３つの分類のいずれかに当たる。問題はこ

のうちどの手法を採用すべきかである。これについて以

下考えてみよう。 
 
４．啓蒙による耐震化 
 
はじめに個人の主観的被災確率を上げる啓蒙的手法に

ついて考えよう。すでにみたように、客観的に見て耐震

化に便益があったとしても、必ずしも耐震化を行うとは

限らない。「思い込み」ではなく正確な情報を提供する

ことはもちろん必要であり有益であるが、それによって

導かれる耐震化の経済的便益を強調する方法は必ずしも

有効であるとはいえない。すでに静岡県では市町村ごと

に細かな物的被害想定を公開しており、全国的にも防災

意識が高い地域であるにもかかわらず耐震化が進んでい

ない現状を見れば、このことは明らかであろう。 
しかしながら、次のような反論があるかもしれない。

すなわち経済的損得勘定だけならそうかもしれないが、

もし「自分が家屋の下敷きになって死ぬかもしれない」

という意識を持てば耐震化がより推進されるのではない

か、と。 
残念ながら、このアプローチもあまり有効であるとは

思われない。なぜなら、地震によって死ぬ確率というの

は、実のところ一般に思われている以上に低いものだか

らである。例えば対策強化地域に居住するある個人が東

海地震によって死亡する確率を考えてみよう。東海地震

の発生確率は今後 30 年でおよそ 37％であるといわれて

いる。これを 1 年間の平均確率に変換すると、およそ

1.23％に過ぎない4。また東海地震による被害想定によれ

ば最悪のケースで 8100 人とされている。対策強化地域の

人口はおよそ 1100 万人であるが、うち倒壊の恐れのある

家屋に居住するのはおよそ 48％であると仮定する5と、

分母をそれらの人々に限定したとしても、死亡確率はわ

ずか 1.89×10-5に過ぎない。 
一方で、参考までに交通事故で死亡する人は平成 13 年

中に 8747 人であった。自殺による死者は実に 3 万 1042
人に及ぶ。これをわが国の総人口 1 億 2730 万人で割った

値をそれぞれの死因による死亡確率と比較したものが表

１である。交通事故で死亡する可能性のほうが 3 倍以上

高く、自殺の可能性に至ってはおよそ 13 倍と文字通り桁

違いに高い。 
また表 1 では、平成 14 年オータムジャンボ宝くじによ

る 100 万円以上の高額配当金当選確率との比較も行った6。

これによると一枚あたりの当選確率は東海地震による死

亡確率に比べて低いが、多くの人がそうするように 10 枚

のまとめ買いを行うと、高額配当金が一本でも当選する

確率のほうが高くなってしまう。 
 
交通事故で死亡する確率 3.63 

人が自殺する確率 12.89 

1 枚宝くじを買って当選する確立 0.15 

10 枚宝くじを買って一枚でも当選する確率 1.48 

表 1 東海地震で死亡する確率に対する値 
                               

命の問題だからといって、個人が耐震投資を行わない

ことを「意識が低い」と決め付けることはできない。そ

れは「あなたは自殺するかもしれないのに、定期的に心

理カウンセリングを受けるなどの予防措置をしないのは

意識が低い」と言うこと以上に無理がある。宝くじの例

からもわかるように、あくまで個人にとって地震で死ぬ

のは、高額配当金が当選することと同じくらい「ありえ

ない」ことなのである。 
 ここで断らなければならないのは、啓発活動は全く無

意味だといっているわけではない。例えば家具の固定や

避難路の確認等、非常に低コストで行える対策について

は有効であると思われる。低コストならば知識を持てば

すぐ行動に移せる可能性があるからである。ここでの主

張は、耐震補強については一定のコスト負担を個人に求

めるものであるから、意識の問題ではなく、経済問題と

して考えるべきだということなのである。 
 
５．耐震化コストを誰に帰属させるべきか？ 
 
 次に判断されるべきことは誰が耐震化の費用を負担す

るべきかという問題である。すなわち、耐震化を国民全

体で負担するのか、それともあくまで住宅所有者個人に

負担させるのかという問題である。実はこれらは前節で

論じた「耐震化コストを下げる」手法と「耐震化しなか

った場合に生じるコストを上げる」手法とにそれぞれ対

応している。 

                              

                             

 この問題は、経済学だけではどちらが優れているかを

一般的に論じることはできない。これは効率性の問題で

はなく、結局のところどちらがフェアーな制度かという3 コースの定理とは、「取引費用がない場合、法的責任の配分

は効率的資源配分に影響を与えない」というものである。詳細

は標準的なミクロ経済学の教科書に記述されている。  
5 平成 10 年住宅・土地統計調査による、全住宅に占める倒壊の

危険のある住宅の割合を用いた。 

4 地震の長期発生確率は最新活動からの経過時間による地震発

生確率密度関数の積分値で与えられるため、単純に年数で割れ

ば一年間の平均的な発生確率を求めることができる（地震調査

委員会事務局,2001）。 

6 宝くじ発行予定枚数が 9000 万枚で、100 万円以上の高額配当

予定本数が 252 本である。 
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判断に帰着するのである。この議論に決着をつけること

は容易ではない。何が正義かというのは結局のところ国

民一人一人の価値の問題だからである。  
 しかしながら、以下のことは強調しておきたい。自己

責任と自助努力、すなわち「努力したものが報われる」

ことは市場経済の大原則であるが、わが国に限らずほと

んどの社会システムそのものは、社会的により不遇な立

場にいる人々の厚生を政策的に引き上げるような再分配

のしくみも同時に内包している。その理由は、社会的格

差が拡大しすぎることは望ましくないことである、とい

う価値観がほとんどの人々によって共有されているから

に他ならない。唯でさえ災害は貧富の差を拡大させる傾

向があるから、災害に絡む諸政策はこうした所得再分配

的な配慮を欠くことは出来ない。 
 この観点から言うと、目黒・高橋（2001）で提案され

た制度には若干の問題がある。第一の理由はこの制度は

耐震化のコストを完全に個人に負担させるものであり、

低所得者に相対的な負担感が大きくなるという意味で逆

進性の高いものであるという点である。 
第二の理由は、仮に制度の逆進性を許容したとしても、

実際に震災が発生した際に耐震化を怠った人々に対して

政府が公的な支援を一切行わないことは、社会的に許容

されないだろうという点である。仮にその制度が導入さ

れたとしても、住宅の確保は基本的人権に関わる事項で

あるから、おそらくは別の福祉政策による支援策、例え

ば賃貸住宅の家賃補助などが行われるだろう。そうだと

すれば結局当初の制度目的は達成されないことになる。

復興政策だけでみていかにすばらしい政策であったとし

ても、それが他の政策とのバランスを欠いてしまえば、

無益なものとなるし、実現可能性は乏しい。 
 
６. パッケージとしての耐震化推進策 
 
 現行の制度との整合性を図るためには、結局のところ

どれか一つのやり方に頼るものではなく、さまざまな手

法を組み合わせることによってパッケージとして耐震化

のインセンティブを確保することが必要である。 
 また、インセンティブ確保は必ずしも財政的措置を伴

う必要はなく、いわゆる行政的な規制も有効である。 

例えば、Kunreuther(1997)が提案しているように、非耐震

家屋に対する抵当権設定を原則無効とする法制度は一つ

の例であろう。この政策は貸手保護の観点からも正当化

される。これによって非耐震建造物は担保価値がないこ

とになり、経済価値が低下するため耐震化を行うことに

メリットが発生する。 
 その一方で、非耐震建築物の居住者は震災後に救命救

助や仮設住宅の提供などによってより多く自治体からの

サービスを受け取るはずであると仮定すれば、非耐震住

宅の居住者に対して地方行政サービスの対価である住民

税を割高にするなどの手法が考えられる7。あるいは、目

黒・高橋(2001)の考え方を生かす方向としては、地震保

険の加入条件として耐震補強を義務付けるという手段が

 
7 これに関連して、耐震化家屋に対して固定資産税を軽減化する

という手法も考えうるが、固定資産税は、より大きな資産を保

有する人は担税力が高いはずだから、より多く負担すべしとい

う考えに基づいている（林, 1999）。従ってここに耐震化家屋に

ついてのみ税を軽減化するということはそもそもの税の趣旨に

反する。 

ある(Kunreuther, 1992)。 
 しかし、忘れてはならないのは、こうしたムチを使い

つつ、一方で耐震化への補助や利子補給などを行うこと

など、低所得者であっても耐震化を行える制度を同時に

整備することである。さもなければ耐震化推進のための

諸制度は社会的に不遇な立場の人々の状況をより悪化さ

せることになる。もちろん、その費用は決して小さくな

いと思われるが、財源は国債ないし地方債を充てること

で、負担を将来世代に分散すればよい。耐震化の便益は

将来にも及ぶため、公債発行によってむしろ世代間の効

率的配分の観点からも望ましいことである。 
  
７. まとめと展望 
  
 住宅の耐震化は決して所有者本人の問題ではなく、地

震災害の被害を劇的に軽減化するという意味において社

会全体の問題である。従って個人の意識と責任に任せる

だけでは不十分であり、政府による政策的介入が必要で

ある。 
 その政策立案において考慮すべき重要な点をいくつか

述べた。第一に、住民の意識向上や啓発活動に頼ること

は限界がある。耐震化は意識の問題ではなく、経済的問

題だからである。第二に、耐震化の費用を誰に負担させ

るかという問題は、社会的価値判断の問題である。第三

に、防災分野以外の現存する制度や政策との整合性を考

慮しなければならない。特に再分配的な考慮を欠くこと

は実現可能性を低める結果となる。第四に、それらを踏

まえた場合、一つの政策手法によって問題を解決するこ

とは困難であり、複数の政策手法を組みあわせたパッケ

ージとして耐震化推進策を立案すべきである。 
 今後の研究の展望を述べる。本研究は耐震化推進策に

おいて考慮すべき基本的考えを整理したに過ぎず、それ

では具体的にどれだけの地震動に対してどれだけの耐震

化率を実現することが社会的に最も効率的なのかという

問いには何も答えていない。具体的な政策の立案の際に

はこの情報は必要不可欠であると思われる。 
経済学はこうした類の問題に対して分析ツールを持っ

ているものの、工学的情報や知見は分析の大前提となる。

その意味で社会科学と工学の学際的研究は具体的政策提

言への可能性を秘めており、今後一層推進されるべきで

ある。 
 
参考文献 
地震調査委員会事務局(2001)長期的な地震発生確率についての

解説. 
Kunreuther, H. and A. Kleffner (1992) Should Earthquake Mitigation 

Measures Be Voluntary or Required? Journal of Regulatory 
Economics, 4, 321-333. 

Kunreuther, H. (1997) New Strategies for Dealing with the Earthquake 
Hazard in B. Jones ed. Economic Consequences of Earthquakes: 
Preparing for the Unexpected, National Center for Earthquake 
Engineering Research,  1-14. 

The NewsHour with Jim Lehrer/ Kaisar Family Foundation (2000) 
National Survay on the Uninsured. 

目黒公郎・高橋健(2001) 既存不適格建物の耐震補強推進策に関

する基礎研究, 地域安全学会論文集,3, 81-86. 
林正寿(1999) 地方財政論：理論・制度・実証, ぎょうせい. 


