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   This paper attemps to establish an economic model that explains the relationship between disasters and economic 
development. Historical data shows a tendency in which the economic development decreases the annual average 
damages of disasters in the early stage of development, but increases in the later stage. We call this tendency as U-
curve phenomena and it was theoretically proven in this paper, by introducing the concept of mitigation elasticity of 
income. The primary conclusion is that the U-cureve phenomena implies that the strategy for disaster reduction 
should be asymmetric between the early and the last stage of the development. 
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１．はじめに 
 
 災害被害の軽減が途上国の開発にとって重要であると

いう認識は、国連防災の10年（IDNDR）から国際防災戦
略(ISDR)に引き継がれ、今日では途上国の開発を語るキ
ーワードの一つとして定着した感すらある。2002年にヨ
ハネスブルクで開催された持続可能な開発に関する国際

会議（ヨハネスブルク・サミット）における報告書1)で

も、防災は主要なテーマの一つとして取り上げられ、

「（防災は）21世紀の安全な社会の基本的な要件であ
る」(37para.)としている。世界銀行2)も2003年度における
総額185億ドルの開発融資のうち、「防災を含む社会の安
全とリスク管理のための融資は23億ドルに及ぶ」(p.70)と
している。 
 このように、開発と災害には密接な関連があるとされ

るものの、開発の重要な条件の一つである経済発展と災

害に関する理論モデルについては十分な関心が払われて

こなかった。いくつかの例外について言えば、そこには

二つのアプローチが存在している。第一に災害が経済発

展に対して与える影響を考察するアプローチ（例えば

Albala-Bertrand3） , Tol and Leek4), Skidmore and Toya5)な

ど）と、第二に経済発展によって災害がどのように変化

するかというアプローチがある。本稿は後者の立場から、

理論モデルを用いて経済発展が災害に与える影響を明ら

かにしようとするものである。 
 経済発展と経済的被害の関係について論じた先行研究

としては、Alexander6)がある。1977年以降20年間の主要
な災害データから、近年自然災害による推計被害額は増

加傾向にあり、それは近年の間接被害推計技術の向上に

よるのではないかという仮説を提示し、一方で被害額の

対GNP比率（相対被害額）は、GNPが大きくなればなる
ほど低下する傾向を指摘している。Benson and Clay7)も、

経済成長は絶対被害額を増加させ、相対被害額を減少さ

せるとの認識が広まっていると指摘している。いずれに

せよ、ここでは経済成長が災害による経済的被害を絶対

的に増大させるという認識が示されている。 
 経済発展と人的被害の関係についてはどうであろうか。

人的被害の軽減を安全性の向上と捕らえるのであれば、 

最も純朴な経済学の見方はHorwich8)に示されている。   
高度な市場経済の発達とそれに伴う所得の増大によって、

安全という財の需要が増大し、それによってより社会は

安全になる、というものである。 
 しかしながら、実際の被害額データを見ると、事はそ

れほど単純ではない。 図 1は経済発展段階と年間の被害
額平均の関係を、図 2は経済発展段階と年間死者数の平

均の関係を示したものである。これによると、死者数や

発生件数は成長段階の初期において、経済成長とともに

低下するものの、後期においてはどちらも増加する傾向

を見せている。すなわち経済発展によって一旦は被害

額・死者数が減少するものの、ある水準を境に上昇に転

ずるのである。 
 このグラフの作成手順は脚注に詳述される(1)が、注意

すべきは、年平均値の計算において、分母には災害によ

って何らかの被害が発生した年しか含まれていないとい

う点である。分母となるデータ件数（各国で災害が発生

した年の合計数）は、図 1、および図 2の中では折れ線

グラフで示されている。従って、このデータは災害が発

生した場合という条件付きで解釈されるべきであり、こ

のグラフからは単純に経済発展が災害被害を増加させる

と断言することはできない。経済成長は災害の発生その

ものを抑止する効果はあるかもしれない。対象となるデ

ータの件数がおおよそ右下がりであることもそれを示唆

している。その意味ではHorwichが示唆するように、経済
的豊かさは安全性の向上をもたらすとは言えなくもない。 
 ただし次のように言うことは出来るだろう。すなわち

先進国において一旦災害が発生した場合は、それは中進

国・途上国に比べて経済的被害も人的被害も大きなもの

となるということである。言い換えれば経済成長は確率

を低下させるが、一方で被害を増加させるということを

意味しているのである。よく言われるように、災害リス

クが災害発生確率と被害の積で表されるとすれば、結局

のところ、経済成長が災害リスクを低下させるかどうか

は必ずしもはっきりしないということになる。 
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 もちろん、こうした数字は注意深く判断する必要があ

る。そもそもここで使用しているEM-DATのデータは、
あまり信頼できないというのが通説である。死者数につ

いてすら、途上国においては数千～数万人の幅を持った

報告がなされることは珍しくない。特に被害額について

は単一の標準化された手法で行われたわけではなく、各

国間に相当の違いがあると考えるべきだからである9)。 
 しかし、本稿では、これらのデータは細かな統計的検

証に耐えうるほどの精度はないとしても、おおまかな傾

向を示す程度の精度はあるものと仮定する。そして以下

の議論の中で、なぜこのような災害被害のUカーブ現象
が生じるのかを理論的に明らかにしたい。 
 結論として、この被害額のUカーブ現象は経済成長の
被害軽減効果に対する弾力性の概念を導入することによ

り、理論的な説明が可能になった。またそれとともにい

くつかの政策的含意が導かれた。モデルを用いることに

よって明らかにされるのは経済的被害のUカーブについ
てであるが、人的被害についても同様の考え方で説明が

可能であることが示される。 
 本稿の構成は次のとおりである。第2章はモデルの仮定
について説明する。第3章はモデルの構築である。第4章
ではUカーブ現象を理論的に説明する。第5章はまとめと
政策的含意について論じる。 
 

 
２．モデルの仮定 
 
 一定の災害リスクを保有するある小国を考えてみる。

この国は単一の効用関数を持つものとし、合理的に行動

するものと仮定する。2期間モデルを考え、第2期には災
害が発生する可能性があるものとしよう。もちろん、実

際に起こるかどうかは第1期の時点では不確実であるが、
客観的発生確率は事前に判明しているものとする。 
 この国には第1期目に3つの変数について選択を行うも
のとする、来期の生産を行うための投資（以降これを収

益性投資と呼ぶ）、災害被害を軽減（ミティゲーショ

ン）する目的で既存の資本ストックを補強するために行

う投資（以降これを減災投資と呼ぶ）、そして貯蓄（あ

るいは借入）である。2期目は、それらによって発生した
所得を消費することで効用を得るものとする。 
 このモデルが前提とするいくつかの重要な仮定は次の

とおりである。 
【仮定１：小国の仮定】対象となる国は小国であり、そ

の行動が市場利子率や災害発生確率に影響を及ぼすこと

はない。 
【仮定２：労働市場を無視】この国の所得は資本のみか

ら生じる。労働市場は考慮しない。 
 一見制約的な前提ではあるが、これによってモデルの

正当性が失われることはない。その理由は３つある。第1
に災害による人的被害は主に高齢者・子供・女性など、

非労働人口に偏る傾向があること、第2に、災害による死
者数は、総人口比で考えると極めて微々たるものである

ということ、第3に、途上国は災害による死者数が多くな
りがちではあるが、一方で高失業率など多くの余剰労働

力を抱えていることである。これらの理由によって、災

害による労働力の変化が経済成長に影響を及ぼすことは

ほとんどないと結論づけられるからである。 
【仮定３：線形の生産技術】この国は線形の生産関数を

有する。 
【仮定４：リスク中立的な選好】分析される国はリスク

中立的な選好を持つ。これはこの国が期待値のみを問題

とし、分散は問題にならないことを意味し、分析を容易

にする。 
【仮定５：減災投資の生産への中立性】減災投資は生産

性に影響を与えない。例えばビルの補強、河川の土手の

補強などそれ自体は生産要素ではなく、生産量に対して

影響を与えない。もし与えるとすれば、現存する資本

（ここではビルや土手など）が損壊する確率を低下させ

るという意味においてのみである。この考えに従って、

収益性投資と減災投資とは異なるものとして扱われる。 
【仮定６：生産性投資の脆弱性中立性】収益性投資は資

本の脆弱性において中立的である。仮定5の逆である。 
【仮定７：金融市場の完全性】金融市場は完全競争的で

ある。この国は国際市場で決定された資本価格に従い貯

蓄、借入が可能である。 
 
 
３．モデル 
 
 この国の効用水準が u で表されるとする。この国は第
１期の消費と第２期の消費から効用を得る。すなわち効

用関数は次のように定義される。 
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図 1  経済水準と年間被害額の Uカーブ 
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図 2 経済水準と年間死者数の Uカーブ 
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但し、 21,cc はそれぞれ第１期、第２期の消費水準であり、

)(⋅iU は第i変数の偏導関数を示すものとする。 
 この国の生産技術は線形であると仮定されているので、

第i期の資本量と所得をそれぞれ ii yK , とすると 
 

11 Ky α=  
 
であるとする。但しα は正の定数である。 
この国は、第１期に得た所得から収益性投資、減災投資、

貯蓄を行う。また第２期は、得た所得に貯蓄を加えた額

を消費できる。すなわち市場利子率を r とすると次のよ
うになる。 

      smIyc −−−= 11
             [1] 

      sryc )1(22 ++=                [2] 
 
ただし、Iは収益性投資、mは減災投資、sは貯蓄を表すも
のとする。 
 ところで、第２期にはこの国では一定規模のハザード

が発生する可能性がある。その確率をpで表すものとし、
災害規模とともに外生的に与えられているものとする

)10( ≤≤ p 。もちろん、発生しないケースは1-pで表され
る。 
 この国が第２期に保有する資本量は、減耗率を無視す

ると第１期の資本と投資額の和で定義されるが、災害に

よる破損等で資本量は低下すると考える。この低下率を

災害被害率と呼びδで表される。災害被害率は、減災投
資によって低下させることが可能であるが、その限界効

率は逓減すると仮定する。すなわち被害率関数 )(mδδ =
を考え、 0')'(,0)(' >< mm δδ とする。 
 第２期に利用可能な資本量は、災害発生時をL，それ
以外をHの添え字で表すと次のようになる。 
 
 ))]((1[ 12 IKmK L +−= δ  但し確率p 

 IKK H += 12
          但し確率 1 - p 

 
 それによって、第２期の消費は 
 
   srIKmcL )1())]((1[ 12 +++−= δα    但し確率p 

      srIKcH )1()( 12 +++= α                    但し確率1 – p 
 
 である。 
 さて、この国は仮定によりリスク中立的であるので、

期待効用最大化問題は消費の期待値による行動最大化問

題と同値である。したがってこの国の行動は次の最大化

問題の解として表される。 
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 最大化の一階の条件は次のように求められる。 
 

         αδα )1()](1[
2

1 pmp
cu
cu
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∂∂
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−           [3] 

                ))((' 1 IKmp +−= αδ                      [4]    

                )1( r+−=                                       [5]   
 
 これらの条件は非常に直感的である。左辺は、第２期

の第1期の消費に対する限界代替率であり、右辺はそれぞ
れ生産性投資の限界効率（3式）、減災投資mの限界効率
（4式）そして資本価格（5式）を表している。減災投資
を増加させることは一方で消費や貯蓄、生産性投資を減

少させることになる。それゆえ効用最大化のためにはこ

れらの限界的な効果が一致しなければならないのである。

図 3にこれらの条件が示されている。 
 ところで3式右辺で表される減災投資の限界効率とは、
ミティゲーションによって減らすことのできる経済被害

のことであるが、その被害額はここではストックの値で

はなく、フローの値になっていることに注意すべきであ

る。すなわち、最適な防災水準は直接被害ではなく間接

被害によって決定されるということである(2)。 
 具体例を示そう。市場価格がわずか100万円の古い家屋
があるとし、この家屋はあと5年居住可能である。今年中
にこの家屋が災害で全壊する可能性を50％としよう。そ
うすると50万円が災害による期待直接被害額ということ
になる。もしもミティゲーションが直接被害を防ぐため

に行われるのだとすれば、この家屋の補強などのために

60万円を投じるということは無駄であるということにな
る。しかしながら、間接被害額を考えると必ずしもこの

投資は無駄とは言えない。この家屋の住人はこの家屋を

失うことで月3万円の家賃を支払って賃貸住宅に居住しな
ければならなくなるとしよう。そうすると、年間36万円
の支出である。仮に割引率を10％と仮定しても、5年間に
支払うべき家賃の現在価値はおよそ150万円となる。被害
確率が50％なので、期待間接被害額はその半分の75万円
となる。言い換えれば、ミティゲーションによって仮に

被害率をゼロにすることができれば、ミティゲーション

の便益は75万円ということになる。このような場合60万
円を掛けたミティゲーションは無駄とは言えないだろう。

この数値例はモデルが示唆するような限界的な次元で示

されてはいないが、間接被害で最適なミティゲーション

を考えることの重要性を理解する助けにはなるだろう。 
 
命題１：最適な減災投資水準は直接被害ではなく間接被
害によって決定される。 
 
次に災害発生確率の変化が経済に及ぼす効果を調べよう。

3式～5式を満たす生産性投資、減災投資、ならびに貯蓄
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図 3 最適消費量の組合せ 
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をそれぞれ *** ,, smI とすると、災害発生確率pについての
偏導関数は次のように定義される。 
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 災害確率の上昇は、生産性投資を減少させ、減災投資を
上昇させることがわかる。また貯蓄には影響を与えない。

すなわち、災害確率が高くなると、生産性投資よりも減

災投資へと資金をシフトさせる必要がある。その結果、

災害のあるなしに関わらず、第2期に受け取ることのでき
る所得は低下することになる。 
 
 命題２－１：災害発生確率が高いほど資本蓄積の速度
は低下し、成長は鈍化する。 
 
この命題は別の解釈が可能である。ここでの経済主体で

ある国は現実の災害発生確率を正しく認識しているもの

と仮定しているが、もしも現実の災害発生確率と期待災

害発生確率が乖離した場合は、ここでpで表されている変
数は、期待災害発生確率であることは明らかである。す

なわち、災害発生確率を過小評価することは、そうでな

い場合に比較してpが小さくなると考えることが出来る。 
 
 命題２－２：災害発生確率の過小評価は、生産性投資
を過大にし、減災投資を過小にする。 
 
４． 経済成長と災害被害の関係 

 
(1) 災害被害額のUカーブの発生メカニズム 
 ここでは経済成長と災害被害額の関係を調べる。一階

の条件3式～5式を満たす最適な減災投資をm*とすると、

第１期の資本量との関係は4式を使い次のように求められ
る。 
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 すなわち、資本量の増大は最適なミティゲーションの

額を増大させることになる。資本量が増大すればするほ

ど、災害による被害を受けやすくなるから、以前よりも

予防措置が必要となると考えれば理解しやすい。 
 災害による期待直接被害額EDは次のように定義できる。 
 

)))((( 11
* IKKmpED += δ   

 
 経済成長を資本量の増大と置き換えて考えると、 
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となる。但し、 
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である。ここで )( ** mδδ = である。εの値は（最適化さ

れた）被害率の資本弾力性を意味している。すなわち総

資本額の１パーセントの増大に対して、最適な減災投資

を行った結果減少する被害率の割合を示している。  
 この表現を用いて、ミティゲーションが期待損失に与

える影響を次の３つに分類することができる。 
 
命題２：経済発展と直接被害額の関係は次の3つのケース
に分類できる。 
ケース 1 (経済規模に対して被害逓増): 1>ε のとき

01 >∂∂ KED なので、経済規模の拡大は期待直接被害

額を増加させる。  
ケース 2 (経済規模に対して被害不変): 1=ε のとき

01 =∂∂ KED なので、経済規模の拡大は期待直接被害

額に影響を与えない。 
ケース 3 (経済規模に対して被害逓減): 1<ε のとき

01 <∂∂ KED なので、経済規模の拡大は期待直接被害

額を減少させる。 
 

 被害軽減率関数 )(mδ の凹性により、資本量が少なく減

災投資も少ない状態では ε の値は比較的小さいと考えら
れる。したがってケース１に該当する可能性が高い。と

ころが、経済成長に伴いその国が保有する資本量が増大

するにつれ、減災投資が増大するため、 ε の値は低下す
る。それゆえに開発後期はケース３に該当する可能性が

高い。このことから、災害確率を所与とすると、期待直

接被害額は経済成長と共に一旦は減少するものの、ある

ところを境に上昇に転ずるため、Ｕ字のカーブを描くこ

とになる。 
 より直感的に理解するためには次のような説明が有効

であろう。経済成長は災害被害に対して二つの全く異な

る効果を与える。一つは資本量・資本価値の増大にとも

なう被害額の上昇効果である。これを資本効果と呼ぶこ

とにする。もう一つは、経済成長に伴い、減災投資額を

増加させることによる被害軽減効果である。これを減災

効果と呼ぶことにしよう。被害率の資本弾力性εとは、
減災効果に対する資本効果の大きさを表す指標に他なら

ない。 
 経済発展の初期には、εは１より小さい。なぜならば、
低所得国においてはほとんど減災投資が行われていない

ので、一単位の減災投資がもたらす被害軽減効果は大変

大きいと考えられるからである。相対的に減災効果が資

本効果を上回るため、経済成長は災害被害額を低下させ

ることにつながるのである。逆に経済発展後期において

は、一単位の減災投資がもたらす効果はかつてほどでは

ないために、相対的に資本効果が減災効果を上回る（す

なわちεが１より大きい）。このため、経済成長は災害

被害額を増加させるのである。 
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(2)人的被害のUカーブへの拡張 
 人的被害がどのように発生するかについて統一的モデ

ルを構築することは困難であるが、Uカーブ現象の説明
については次のような推論が成り立つ。経済発展に伴い、

より安全な住宅・より安全な対策に対しての需要は増大

し、その結果人的被害は軽減する効果（減災効果）が生

じる。その一方で、都市化に伴う人口集中や、急傾斜

地・低地などへの居住地域の拡大など、脆弱性を拡大さ

せる効果（脆弱性効果）が生じる。これら相対的な要因

の大きさによってUカーブが生じると考えられる。 
 
(3)経済発展と所得に対する相対被害額との関係 

 所得に対する期待相対被害ERDを、災害が無かったと
きに得られたはずの所得に対する直接被害額の比と定義

すると、 
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K
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となり、期待相対被害は経済規模の増大によって低下す

ることがわかる。 

 
 命題３：所得に対する被害規模は経済成長により低下
する。 
 
 図 5は1990年代の平均GDPと年平均被害額について、
横軸にGDPを、縦軸に被害額の対GDP比を示し図示した
ものである。このグラフからも経済成長とともにGDP比
では被害が減少することが裏付けられる。 
 

 

５．まとめと政策的含意 
 
 すでに見たように、理論的には経済被害のUカーブ現
象はなんら特別な仮定を置くことなく説明が可能であっ

た。すなわち、経済発展は資本の増大によって被害を拡

大する傾向があるのと同時に、減災投資を拡大する効果

もあるため、最終的な被害額の程度はその相対的な効果

の大きさによって決定されるのである。特に経済の発展

初期においては後者の効果が前者のそれを上回るために、

期待被害額は減少する。 
 こうしたUカーブ効果は我々に次のような点について
示唆するものである。第一に、開発の初期のステージに

おいては、防災の問題を経済発展の問題と一体として考

えるべきである。より具体的に言えば、経済発展を犠牲

にした防災対策は必ずしも十分な効果をあげることが出

来ないことをこの結果は示唆している。例えば過剰な安

全性規制・土地利用規制とその厳格な執行は、経済パフ

ォーマンスを低下させるために、成長の果実としての安

全性を享受することを困難にする。この部分においては

Horwichの説はおおむね正しいといえよう。 
 但し、経済成長は災害被害軽減の十分条件では必ずし

もない。災害被害を決定する要因にはそのほかの社会経

済条件（所得分配、環境、技術条件等）および気象条

件・地理的条件が多数存在すると思われ、経済成長はそ

の中でもほんのわずかな要因の一つに過ぎない。従って

いかなる経済発展も災害被害を減少させるとは言えない

ということは注意する必要がある。 
 経済発展の後期には、経済成長は災害被害を拡大させ

る傾向があるため、むしろ防災を経済開発とは別の次元

で考える必要がある。極論すれば、災害被害を軽減する

という目的に立てば、それによる経済成長の鈍化もやむ

を得ない。そのことは、一人当たり所得が豊かさの指標

であるという古典的考えから脱却し、安全・安心を豊か

さの一つの指標として捕らえ直す必要を示唆しているの

である。 
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図 5 経済規模と相対被害額 

|減災効果|＞|資本効果| 

 （ - ）     （＋） 

図 4 Ｕカーブ発生の理由 

|減災効果|＜|資本効果| 

 （ - ）     （＋） 
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補注 

 
 (1) 図１および図 2は次のように導出される。①EM-DATから
2000年以前の自然災害データについて、経済被害額が利用可能
なデータについて、国別・年毎に被害額・死者数を合計する。

②被害額を購買力平価指数による米ドル換算を行い、さらに

1995年を基準として実質化する。③すべてのデータを購買力平
価による実質一人当たり GDP（1995年基準米ドル）によって
所得階層別に分類する。この時点で、購買力平価換算 GDPが利
用可能でない、1975年以前のデータは対象から除外される。図 
1については被害額が報告されている、127カ国 687件のデー
タが対象となり、図 2については死者数の報告がある 145カ国
1207 件のデータが対象である。④それぞれの所得階層において、
データの件数と平均被害額（図 1）および平均死者数（図 2）
を計算する。 
(2) Kunreuther and Kleffner10)のモデルでは、効用水準は資産スト

ックの関数とされているため、減災投資の限界効率は直接被害

によって定義されている。なお、間接被害概念は必ずしも一般

的な定義があるわけではないが、ここではECLAC11)に従い、直

接的被害によって生じる生産額の減少を意味する。すなわち生

産関数 )(KFY = において、直接被害を K∆ で表すとすれば、

間接被害とは )()( KKFKFY ∆−−=∆ によって表される。 
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