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要約
将来、数兆ドルの新たなビジネス投資が、自然ハザ

保険の適用範囲が広がることにより、企業は直接的

ードにさらされている地域に注がれることになり、それら

損失だけでなく、サプライチェーンの中断に対しての補

の地域における災害リスクの見通しを大きく決定づける

償が可能になるかもしれない。しかし、災害は企業の競

ものとなるであろう。多くの国の経済において、公的部

争力という面で、より広範に及ぶ影響力を有している。

門による直接投資は全体の 15～30%にすぎない［1］。

ビジネス活動が中断されると、熟練労働者が離れ、競

残りの 70～85%の投資がどのように行われるかによっ

合他社に市場シェアを奪われる可能性があり、また重

て、災害リスクの蓄積や潜在的なリスク要因に対して将

要なサプライヤーやパートナーとの関係が途切れ、信

来にわたる結果をもたらすことになる。

用と評判を落とすことになるかもしれない。事業が一旦
失われると、それは二度と取り戻すことができないかも

しかし、ビジネス投資の実践と災害リスクの関係はほ

しれない。

とんど理解されていない。これまでの２つの国連世界防
災白書（2009 年版 GAR09 と 2011 年版 GAR11）で示さ

企業に多くの形態や規模があることは言うまでもない。

れた結果を踏まえて、2013 年版の国連世界防災白書

企業の規模が異なれば、さらされるリスクの種類も異な

（GAR13）“リスクの共有から価値の共有へ：災害リスク

る。例えば、地元市場に関与する小企業では、洪水や

軽減のためのビジネス・ケース”では、ビジネス投資の

土砂崩れによる局地的で激しい災害により直接的な影

実践と災害リスクの間にある溝を埋めることを目指す。

響を受ける。これらの企業は、地域の公共インフラにも

なぜ、増大する災害リスクが、異なる規模で経済やビジ

大きく依存している。例えば、鉄砲水で橋が倒壊すれば、

ネスコミュニティにおいて重大な問題となってきたのかを

地域の小規模工場や工場、レストランが、市場とサプラ

探る。

イヤーから何日も隔離されることとなる。このような企業
の多くは、事業回復のためのキャッシュフローや準備金

なぜ、災害がビジネスにおいて課題となるのだろうか

が不足しているため、倒産することになる。
企業の活動範囲が小企業とは対極にあるグローバル

2011 年に日本やタイ、2012 年に米国を襲った大災
害により、いかにこのような大災害がビジネスに影響を
及ぼすのかが明らかになった。地震、洪水、暴風は、自
然ハザードにさらされた脆弱な工場やオフィス、その他
の設備や資本に被害を及ぼし、製造工程やビジネスプ
ロセスを妨害し麻痺させる。
しかし、災害リスクは工場の入り口で止めることはで
きない。企業は公共事業施設や公的部門によるインフ
ラ整備と都市システムに依存している。交通輸送システ
ムやエネルギーネットワーク、港湾や空港、また従業員
が居住する周辺地域への被害によって、ビジネス活動
が中断され、追加コストの発生を余儀なくさせている。そ
して、今日のグローバル化した世界では、たとえ安全な
場所での事業であっても、地球の反対側にいるサプライ

大企業は、その多様性や規模の大きさにより、どこかで
局地的な影響が生じても大部分は緩和されることになる。
しかし、大規模で甚大な災害により、サプライチェーンや
グローバルな企業運営が崩壊することもある。例として
は、主要な船舶輸送の積み替えハブや主要なサプライ
ヤーが影響を受けた場合である。また、多くの企業が、
効率的なサプライヤーと活気のある消費者市場の集積
するエリアを確立しようとする地域では、小規模災害の
度重なる影響により、災害により中長期的に甚大な損
失を被るかもしれない。同様に、中規模の企業や国営
産業は、比較的小規模の局地的災害や大規模災害に
よって同じく影響を受けることになり、異なる種類の災害
リスクに直面していることになる。
リスクを共有する

ヤーやパートナーを襲う災害により影響を受ける可能性
がある。
地震やサイクロン、津波等のハザードは自然起因の
3

現象であるが、災害リスクが現代のビジネス環境に取り

なる。

込まれてきた状況は自然現象に帰依するものではない。
低労働コストや輸出市場へのアクセス性等に関する比

災害リスク軽減のためのビジネス・ケース

較優位性を持つ地域に位置する設備に対して、数十年
に亘る企業の分散化や製品のアウトソーシングを行うこ
とは、競争力と生産性を高める上で重要である。しかし
ながら、これらの多くの地域は自然ハザードにさらされ
ていることから、この傾向によって、企業やサプライチェ
ーンがより破壊的な自然ハザードにさらされる危険が著
しく増加している。
自然ハザードにさらされる程度が増加していること、
また企業のレジリエンス（災害への抵抗力及び災害から
の回復力）や競争力、持続可能性への自然ハザードに
よる脅威に対して、投資家は十分な注意を払ってこなか
った。各国の概要情報や分析報告、競争力指標、企業
の業績予想においては、たとえリスクの高い地域であっ
ても、災害リスクについて言及されることはほとんどない。
投資を誘致するために競争している都市や国では、一
般的にリスクを低く見積もっており、自然ハザードにさら
された地域への企業の立地に対して、インセンティブが
与えられている場合さえある。保険市場におけるリスク
に対する価格付けは、未だ自然ハザードにさらされた地
域への投資への抑止として効果的に機能していない。
言い換えれば、経済のグローバル化によって、企業
は生産性と効率性において重要な利益を得る一方で、
多くのビジネスセクターやグローバル経済全体としてみ
ると、これらの利益は、災害リスクの過剰な蓄積の上に
なりたっているものである。
これらのリスクやコストの多くは、政府、また大きな意
味では社会全体に移転され、次世代において表面化す
ることになる。2009 年版国連世界防災白書が強調した
ように、経済のグローバル化により、災害は低所得の国
やコミュニティ、世帯、そして、富の創出による恩恵を受
けていない人々に対して不均衡に影響を及ぼしている。
しかしながら、価値の共有の観点に立ったリスク移転
のプロセスは、ビジネスの分野において外面化するに
は至っていない。公共インフラやサービス、及び労働力
や生態系における損失は、その大小に関わらず最終的
には全ての企業の持続可能性を脅している。つまり、中
長期的にはすべての企業がリスクを共有していることに
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経済•政治的な混乱、急激な技術的変化、また貿易、
金融市場やサプライチェーンにおける相互関連性が増
大している今日の世界においては、企業が大きければ、
それだけリスクも高くなっている。今日の世界が民間セ
クターにとって、複雑化した状況、予期せぬ事象、突然
の変化を伴う世界であることを意味し、そのような状況
においては、リスクが急速に予期しない形で顕在化し波
及する可能性がある。
このような状況においては、災害リスクの軽減が、全
てのグローバルプレーヤーにとり、新たな意義と緊急性
をもたらしている。災害リスク管理への投資を、コストと
してではなく、災害へのレジリエンスや競争力、持続可
能性を強化する機会として捉える見方がますます増加
している。
大企業では、リスク管理能力や戦略を強化するため
に投資している。株主に対して、慎重且つ、持続可能性
を確保するための受託者責任を持つ機関投資家たちは、
今や、災害や気候変動を含めた全てのリスクに対して
透明性を高めるために、規定や自主的な措置を模索し
ている。
より重要なこととして、ビジネスがリスクに対してより
敏感になれば、政府は災害リスク軽減に対してより多く
の投資を進んで行うだろう。国や都市が競争力をつけ、
ビジネス投資の誘致に成功するためには、効果的な災
害リスク管理が基本的な要件となるだろう。
災害リスクをモデル化し推定するための官民によるイ
ニシアティブの連携が進み、これらの取り組みを支え始
めている。災害リスク管理プラットフォームやアプリケー
ションは、今や企業がこれらのデータを投資の意思決定
に組み込むことができるようになるまでに開発されつつ
ある。一方で、正確なリスクデータによって、リスクを考
慮した投資を奨励するための適切なリスクの価格付け
を持つ保険市場の発展が促進されている。
しかし、結局、価値の共有を創出するための説得力
ある提案として、災害リスク管理への投資が認識され始

めている。気候変動の緩和策、持続可能な水管理、グリ

したがって、災害リスク軽減はビジネスに説得力のあ

ーンな（環境に配慮した）都市への投資は、直接これら

る価値の共有を提案することとなる。この要素は 2015

の要因の対処に取り組んでおり、同時に全ての業種の

年に採択される予定の開発と災害リスク軽減に関する

企業にとっての価値を創造する上で更に重要となる。

国際的枠組改訂版の策定プロセスの中で認識される必
要がある［2］。世界が、国連事務総長［3］が描くように、

新規及び既存インフラ、建物やサプライチェーンを災

社会全体が低炭素でレジリエンスを有する経済を目指

害に対して強いものとすることは、リスク軽減やグロー

すのであれば、気候変動に関する課題における将来の

バルな規模での持続可能性にとって重要であり、それ

国際的議論においても、この要素は妥当なものとなる。

は企業にとって大きなビジネスチャンスとして認知され
つつある。大企業のサプライヤーやパートナーとなる小

2013 年版国連世界防災白書（GAR13）は、多くのパ

企業にとっては、脆弱性を低減させ、レジリエンスを高

ートナーと連携して作成された。欧州連合（EU）、オース

めるための投資は、大企業のサプライヤーやパートナ

トラリア、日本、ノルウェー、アメリカ合衆国の政府から

ーの持続可能性を強化するだけでなく、地域の雇用や

寛大な財政支援を受けた。また、その他の国や機関か

生産性、税収、福祉を向上するという価値の共有を生み

らも研究や調査、ワークショップ、ピアレビュー（同僚評

出すことになる。

価）において調整、作成、支援などを得た。
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要な接合点や関係性が中断されると、ネットワーク全体
を通じて地域や世界へ影響が広がることになる。例えば、

主な所見

日本の自動車産業でマイクロチップの製造業者が被害
を受けたことで、トヨタ自動車が米国で製造する自動車
の生産台数が 15 万台減少する結果となった［4］。

リスクのあるビジネス
災害が公共インフラに被害を及ぼすとビジネスはライフ
ラインを失う
直接的な損失を経験していない場合でも、企業は公
的に管理あるいは規制されている道路、交通網、エネ
ルギーネットワークや水道網に依存していると同様に、
従業員たちにも依存しており、その従業員たちもまた住

災害はビジネスに重大な影響を及ぼす

居や教育、医療施設に依存して いる。米州における
2011 年の東日本大震災やタイのチャオプラヤ川の洪

1,200 の企業への調査では、災害によって事業が中断

水のような近年の大災害により、災害が民間セクターに

した企業の上位 4 つの原因のうち、3 つが電力や通信、

与える重大な影響が着目されている。企業は洪水や熱

水道施設の障害に関連した原因であったことが明らか

帯低気圧、地震、津波の自然ハザードにさらされている

となった［5］。

地域において、工場や事務所、施設、倉庫、その他の
設備等に投資した際に、リスク軽減のための適切な投
資を含むことを怠ったことで、災害による直接的な損失
を被った。また、これらの企業は、生産や流通、サプライ
チェーンが分断され、結果として製造や生産、処理能力
が減少することによる間接的な損失も被った。

中小企業は特にリスクにさらされている
大規模なグローバル企業は、多様な施設や多くの国

グローバル化されたサプライチェーンが新たな脆弱性を

や地域に分散した活動を行い、また十分な保険担保等

生み出す
サプライチェーンがグローバル化することより、ある重
図 1 企業はどのように災害の影響を受けるのか

直接損失
固定資産や資本ストックの完全 / 部分的な破壊 （工場やオフィス装備、 最終製品、 生産過
程の製品、 原材料、 材料や部品）

ストック

間接損失

マクロ経済

ビジネスの中断によって受ける。 直接損失の結果、 または、 ビジネスのサプライチェーンの
影響によるものがあり、 これらは他のクライアントやパートナー、 サプライヤーに影響を及ぼ
す可能性がある。 結果として、 ビジネスによる成果や収益が落ち込み、 企業の利益に間接
的な影響を及ぼす。

広範な影響
マーケットシェアの損失、 競合他社によるクライアントの奪取、 労働者不足、 サプライヤーと
の関係悪化、 高額で制約がある保険、 企業のイメージや評判への悪影響等、 他の結果とし
て広範な影響を及ぼす。

マクロ経済効果
上記の全ての損失や影響を通じて生じる。 企業の業績に負の影響を及ぼし、 災害が国の経
済に影響を及ぼす形で波及する。

6（出典 ： UNISDR、 PwC のデータを適用）

フロー

図 2 1981 年から 2011 年の各国及びグローバル損失データベースにより推計された 40 ヶ国の直接経済損失
（百万米ドル） [7]
EMDAT による記録

各国のデータベースによる追加損失
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（出典 ： DesInventar [8] に基づき UNISDR が作成）

により、災害へのレジリエンスがある。対照的に、インフ
ォーマルセクターの生産者や中小企業は、より自然ハ

災害損失の全貌

ザードにさらされた地域に立地し、災害の影響から企業
を守るためのリスク軽減策を盛り込んだ投資ができてい

新たな災害データが損失に関するより完全な状況を示

ない。ひとつの災害で、これらの企業は資本の大部分を

す

喪失し、わずか数%が保険により担保されるのみであ
る。

「災害により、過去 10 年間で 1 兆ドルが失われ、100
万人が亡くなった」［9］。このような文章は、投資家や事

災害により長期的な競争力と持続可能性が損なわれる

業デベロッパーによく知られている。しかし、それらは全
災害損失の一部しか反映していない。国レベルでの災

災害により、一部の企業は再生できなくなる。広範な

害に関するデータベースが増えることにより、今日では

影響は何年も残り、長期的な競争力と持続可能性を損

これらの損失に関する詳細なデータを得ることができる。

なうこともある。

EMDAT［10］により記録された大規模災害の直接損失

クライアントが取引先を競合他社に移したり、熟練労

に関する評価を組み合わせることで、災害による直接損

働者が転居や転職をしたり、またサプライヤーと小売業

失の実態をより完全な形で示している。図 2 は、各国の

者の関係が絶たれること、そして企業のイメージや評判

災害データベースに記録されている最大損失が、40 の

が恒久的に損なわれることで、市場シェアは失われる可

低中所得国ではどのような位置付けにあるかを示して

能性がある。例えば、1995 年の地震が起こるまでは、

いる。

神戸港は世界で 6 番目に取扱貨物量が多い港として繁
栄していたが、2010 年までに競争力を改善するための

災害による直接損失は国際的に報告された数値より少

再建や努力に巨額の投資が行われたにも関わらず 47

なくとも 50%高い

位にまで落ち込んだ［6］。ビジネスが一旦離れてしまう
と二度と戻ってこない可能性がある。

1981 年から 2011 年の間にこれらの国の直接損失額
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図 3 50 年確率の熱帯低気圧による暴風にさらされている東南アジアの人工資本ストック

サイクロン - 暴風
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（百万米ドル / 5x5 km）
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（出典 ： GAR グローバルリスクモデル）

の合計は約 3,050 億米ドルであり、国際的に報告され

になってきた。その結果、投資の誘致に成功した低中所

た災害事象によるものが 67%程度であった。ここから示

得国における人工資本の価値が劇的に増加した。例え

唆されるのは、過去 10 年のグローバルデータベース

ば、東アジア•太平洋地域［12］では、この価値が 1995

［11］に記録され、大々的に報じられてきた数字は、実際

年の 4.6 兆米ドルから 2005 年には 10 兆米ドルとなり、

よりも少ない数字であった可能性があるということであ

2 倍以上に増加した（図 3）。

る。各国で報告された小規模災害に関連した損失を含
めると、実際には少なくとも 50%高くなる。同時に、この

グローバル化の恩恵は、自然ハザードへの曝露の増加

損失は直接損失のみを含んだ数値であり、間接損失額

を伴ってきた

や災害の広範な影響は含まれていない。

企業は魅力的な労働コストや技術、輸出市場への容
易なアクセス、良好なインフラ、安定した経済や政治環

経済のグローバル化に潜むリスク

境、その他多くの要因の優位性によって生産性や収益
性を高めてきた。しかし、この投資を誘致してきたいくつ

分散化とアウトソーシングは人工資本を劇的に増加さ
せる

かの地域は、自然ハザードにさらされている。これらの
地域では、グローバル化の恩恵と並行して、津波やサイ
クロンが発生しやすい海岸線や洪水が発生しやすい流

1970 年代半ばの前回の経済危機以来、グローバル

域、地震が生じやすい巨大都市に位置している人口や

化によって、我々のそれまでの認識と比べ世界は様変

経済資本の割合を増加させてきた。例えば、1970 年か

わりしてきた。投資への空間的な壁がなくなってきたこと

ら 2010 年の間に、熱帯低気圧にさらされている国々の

で、多くの大企業が、世界中の様々な場所にその活動

GDP の割合は、3.6%から 4.3%に増加した［13］。

を分散させ、アウトソースを行い、海外に拠点を持つよう
8

多くの低中所得国が脆弱性を低減する能力に欠けてい

生じる可能性がある。このように、潜在的に生じる可能

る

性がある事象の多くは現時点ではまだ発生していない。
自然ハザードにさらされている低中所得国に投資す

る企業は、増加した災害リスクに直面する可能性がある。
これは曝露の程度（ハザードにさらされている程度）が
増加した結果ではなく、これらの国が脆弱性を低減する
能力を開発できていないためである。企業が投資の決
定において脆弱性を考慮しない場合には、実際に自然
ハザードが生じてはじめて、リスクや対策をとっていなか
ったことによる負債が明らかになる。

過去の災害損失に関するデータは、過去の情報を提供
できるが、現在及び将来に生じる可能性のある損失を
予測し推定するには十分ではない。この問題を克服す
るために、リスクモデルによる確率論的アプローチが用
いられている。例えば、250 年確率の地震（1 年の生起
確率が 0.4%）や潜在的に発生しうるすべての事象によ
る損失を、年平均で示した年平均損失（AAL）を推定す
ることができる。
小国では資本ストックに対する災害リスクの割合がより
高い

集中リスクの様相

地震に対する世界全体の年平均損失は 1,000 億米ド
発生し得る多くの災害は現時点ではまだ発生していな

ルを超え、さらに熱帯低気圧の暴風による被害は 80 億

い

米ドルを超えると推定されている。損失の多くは絶対値
でみると、ハザードにさらされている資本ストックの価値
壊滅的な地震や津波等の大規模な自然ハザードの

事象は、いずれの場所でも 500 年から 1000 年確率で

地震 AAL
図 4 地震による年平均損失 （AAL）

地震による年平均損失
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（出典 ： GAR グローバルリスクモデル）
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を反映するため、日本やアメリカ等の高所得国に集中し

約 12%以上で壊滅的な被害が生じた。しかし、モルディ

ている。日本だけで世界の都市の人工資本の 15%を有

ブ等その他の小国でも、相対的に非常に高い割合で津

している。しかし、小国では資本ストックに対する災害リ

波ハザードにさらされている。原子力発電所や空港を含

スクの割合がより高く、低所得国では建物の脆弱性がリ

む多くの重要施設は破壊的な津波の危険にさらされて

スクをより高めている。小島嶼国の多くは、250 年確率

いる地域に立地している。空港が危険にさらされること

の大規模サイクロンや地震により、資本ストックの 20%

は、経済を 1 つの空港に頼っている小島国、また、全て

以上を失う可能性がある。

の空港が同時に影響を受けるような小島国では最も危
険である。例えば、フランス領ポリネシアにある空港のう

津波の危険にさらされた地域に重要施設が立地してい

ち合計 26 の空港が津波の危険にさらされている。

ることによりリスクが増加している
日本で 500 年に一度の生起確率の巨大津波では、
人工資本の 15%、また津波の危険にさらされた人口の

図 5 1970 年～ 2011 年の間に 56 ヵ国及びインド 2 州で発生した広域災害で被災した
インフラの実数と割合

集中
198
3%

集中
225
2%

広域
7,423
97%

広域
13,485
98%

水供給への妨げ

電力供給への妨げ

集中
(10,526km)
10%

集中
248
3%

広域
(90,329km)
90%

道路への被害
（出典 ： DesInventar に基づき UNISDR が作成）
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広域
9,127
97%

通信への妨げ

広域災害

見えざるリスク

ものとして理解されなければ、安全でレジリエンスのあ
るインフラのために、公的部門の投資増加を正当化す
ることは難しい。ビジネスへの間接的な損失を示すこと

小規模災害は地方の開発や国の競争力を低下させる

ができれば、民間セクターは公的部門への投資を増加
させるための主要な支持者となりうる。

低中所得国では、小規模で発生頻度が高い局地的
な災害による累積損失は、大規模災害における損失の

広域リスクが国のリスク評価において記録あるいは計

規模に近づくことになる。このような損失は、社会福祉

上されたことはほとんどない

や経済成長、生態系を衰退させることになる。これらの
災害は、地方の開発や国の競争力を低下させる。非都

ハイブリッド損失の超過曲線を用いることで、局地的

市部のリスクは特に目に見えない可能性がある。2010

及び広域的な災害を含む全ての災害の観点から期待さ

年～2011 年に発生したラニーニャについて、コロンビア

れる年平均損失を組合せて計上することができる。これ

で基本的なニーズの 56%以上が満たされなかった非都

により、国が偶発負債においてより詳細な分析を行うこ

市部で影響を受けた人口の割合は、基本的なニーズが

とができるようになる。間接被害や現時点では吸収され

満たされない割合が 27%以下であった都市部の約 35

ている負債、それらの大部分が個々の企業や世帯によ

倍であった［14］。

って吸収されている負債を含めることが、将来のリスク
評価のための基盤となる。

広域リスクは都市開発や経済発展によって形成される
都市開発において計画や管理がずさんな場合、表層

レジリエンスのための課題

が非透水性の地域拡大による水の流出量の増加、排
水や水管理に対する不十分な投資、低平地の氾濫原
の都市化等により、洪水を発生させることになる。湿地

景気回復と業績回復は相互に関係する

や帯水層、森林、氾濫原、マングローブ等による生態系

レジリエンスとは損失を吸収し回復する能力のことを

の調整サービスが低下すると、自然ハザードの危険レ

示す。いかに早く経済状況を回復することと、いかに早く

ベルが増大し激化することになる。低所得世帯は、イン

業績を回復することの間には明らかに相互関係がある。

フォーマルなメカニズムを通じて自然ハザードにさらされ

しかし、政府が回復に投資する能力がある場合、及び

た地域を都市化させる。ガバナンスが弱い都市や地域

様々な不測の事態を補うリスクファイナンス対策が行わ

は、上記のプロセスにより制御を失う、もしくは、そのよ

れている場合においては、企業が早期に回復できる可

うな都市化のプロセスを後押しすることになる。

能性は高い。

広域災害による費用は、しばしばレジリエンスの無い世

投資の損失を許容できない国は多くを失うことになる

帯や企業により吸収されることになる

災害損失が資本構成の高い割合を占める場合には、

広域災害は、各国で記録されているデータによると、

国は損失した資本を置き換える十分な能力をもたない

災害による死亡率の 13%を占めるに過ぎないが、直接

であろう。例えば、モザンビークでは、1993 年から 2011

経済損失の 42%を占めている。これらの広域災害に対

年の毎年の直接災害損失は、資本構成［15］を 3 倍上

する費用は、多くの場合、直接的に低所得の農村部や

回っている。いくつかの事例からも、そのような国におい

都市部の世帯、中小企業（SMEs）、インフォーマルセク

ては国の投資が鈍化するだけでなく、実際には逆行さ

ターによる事業によって吸収されることになる。道路や

せることにもなった。2011 年には、災害損失がモザンビ

電力、及び水供給、通信への被害の 90%以上が、大規

ークの資本構成の 12%、エルサルバドルでは 8%、ホン

模リスクと関連している（図 5）。これらの損失が目に見

ジュラスとニカラグアでは約 6%に及んだ［17］。一般的

えて、企業の財務や世帯の家計に間接的な影響がある

には、経済成長と投資が鈍化した国では、失われた資
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10 億米ドル

図 6 ホンジュラスにおけるリスクファイナンスにおけるギャップ
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（出典 ： Hochrainer 等、 2013 [16]）

本ストックを置き換えることはより困難となる。このように、

は低い GDP 成長率を経験することになる。マダガスカ

経済成長を守るためには、災害リスク軽減のための投

ルやフィリピンのように、発生頻度の高い強烈なサイク

資が非常に重要である。

ロンの影響を受け、大きなリスクファイナンスのギャップ
がある国々では、数十年に渡って成長率は低くなるであ

多くの国ではリスクファイナンスにギャップが生じている
レジリエンスとは政府が、予算の再分配や増税、準備
金、国内または対外債務、国際援助、保険、再保険支
払い、大災害（カタストロフィ）リンク債のような市場メカ

ろう。インドやアメリカのようにサイクロンの被害を受け
る頻度が低く発生規模も小さい国々でも、低い成長率を
経験 す る が、 そ の 影 響す る 範 囲 は はる か に小さ い
［18］。

ニズムを通じて、復旧と復興のために資金を充てること
ができるかどうかにかかっている。多くの国は、災害損

自然資本に対するリスク

失が財政能力を超えた時に、リスクファイナンスのギャ
ップ（乖離）に直面する。例えば、ホンジュラス（図 6）で
は、33 年に 1 度または、それ以上の確率で生起する災
害から想定される損失が生じる場合に、リスクファイナ
ンスのギャップに直面するであろう。

自然資本に対するリスクは将来の富を脅かす
豊富な自然資本を有する国々では、ビジネス投資は
農業ビジネスや林業、鉱業のようなセクターに集中する。

国々は災害により失われた成長を回復することはでき

気候変動や土壌の劣化、水資源の過剰採取のようなメ

ないだろう

カニズムによって、これらのビジネス投資の多くは、空

中長期的には、強度な災害を経験した国々は、失わ
れた成長を回復することはできないであろう。例えば、
熱帯低気圧により影響を受けた国々は、その後 15 年間
12

間的なリスクのみならず、時間的なリスクやコストも共有
することになる。というのも、自然資本の枯渇が将来の
世代における富を脅かすからである。

森林火災は熱帯性の生態系サービスに大きく損失を与

自然資本の不可逆的な損失を示している。

えている
人為的な森林火災の多くは、炭素貯留や生物多様性

国民経済は農業干ばつのリスクにさらされている

の保全、水源の保護、土壌浸食や土壌の劣化の減少、

確率モデルは現在、国レベルでの潜在的な作物の損

熱帯生態系の調整（サービス）に影響を及ぼす。主に、

失についての明確な状況を示すことができる。例えば、

生態系サービスの年間損失は、全世界で 1,900 億米ド

モザンビークでは、農業が GDP［20］の 25%を占めてい

ル［19］にのぼることが、概算の推計により明らかとなっ

る。この国では農業干ばつによってトウモロコシの全生

ている。

産量のうち 3%を失うと、平均で毎年 GDP の 0.12%を
失うリスクを有している［21］。モザンビークでは、10 年

土壌劣化は農業干ばつリスクの主要因である
集約農業や放牧、塩性化、森林伐採、伝統的な農業

に 1 度の干ばつがトウモロコシの収穫を 6%、GDP を
0.3%低下させることになるだろう。

生態系の破壊に関連する土壌の劣化は、農業干ばつリ
スクの主要因である。図 7 に示すように、アフリカや地中
海、中東では、土壌の劣化と農業干ばつの両方が深刻
な状況にある。これらの地域は砂漠化のリスクがあり、

図 7 アフリカ、 地中海沿岸地域、 中東の農業干ばつと土壌の劣化
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（出典 ： Erian 等、 2012 [22]）
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及び、水不足や干ばつを悪化させる海面上昇やそれに

小島嶼国にとっては大きなチャンス

伴う洪水や高潮による災害リスクである。

小島嶼途上国（SIDS）の相対的な災害リスクは世界最

災害は小島嶼途上国（SIDS）の経済的レジリエンスに

高水準である

対する挑戦である
小島嶼途上国（SIDS）の経済は多様化しておらず、

小島嶼途上国（SIDS）は面積が小さいことから、地震
や熱帯低気圧の暴風被害による予想年平均損失は、

自然ハザードによる事象が国の全領域に影響を及ぼす。

全世界の損失に対してそれぞれ 2%と 1.4%にすぎない。

これらの多くの国は多額の債務があり、そのため、財政

しかし、正確には小さい面積であるため、250 年確率の

的な余裕がなく、災害が増幅されている。例えばジャマ

地震による都市の人工資本に対して、最も被害を受け

イカでは、1991 年から 2011 年に記録された年平均損

る割合の高い上位 10 ヶ国の内、8 ヶ国が小島嶼途上国

失は、年平均資本構成の 2.6%に等しく、成長を鈍らせ

である。250 年確率の大規模サイクロンによる暴風被害

ている［23］。そして、250 年確率の地震による予想損失

では、上位 10 ヶ国の内 6 ヶ国が小島嶼途上国となる。

は、小島嶼途上国によっては年平均資本構成の 80%を
超える値を示している。

気候変動は小島嶼途上国の災害リスクを増長する
災害リスク軽減：小島嶼途上国（SIDS）にとっての重要
小島嶼途上国の二酸化炭素排出量は全世界の 1%

な牽引戦略

未満である。しかし、気候変動はその割合とは異なり、
正確に言うと、高いリスクと低いレジリエンスの組合

小島嶼途上国の災害リスクを不均衡な形で増長する。

せであるために、小島嶼途上国における災害リスク軽

その増長する災害リスクとは、増大するサイクロンの暴
風強度や沿岸部の侵食、沿岸帯水層への塩水の侵入、

図 8 毎年の資本構成に対して 250 年確率の地震により推定される損失割合

、

、

、 エルサルバドル、

、

、 フィリピン、

、
、 ホンジュラス、

、

、 ギリシャ、 日本、 ニカラグア
アゼルバイジャン、 ブータン、 ボリビア、
、 コロンビア、 コスタリカ、 キプロス、 ジブチ、 エクアドル、 グルジア、
グアテマラ、 アイスランド、
、 リヒテンシュタイン、 マルタ、
、 ネパール、 ペルー、
、 サンマリノ、 台湾、
、
アフガニスタン、 アルバニア、 アルジェリア、 アルメニア、 バングラデシュ、 ブルガリア、 チリ、 フィジー、 イラン、 イスラエル、 イタリア、
ヨルダン、 キルギス、 レバノン、 モナコ、 メキシコ、 オマーン、 パキスタン、 パナマ、
、
、 スロベニア、
シリア、 タジキスタン、 チュニジア、 トルコ、 ウズベキスタン、 ベネズエラ

（出典 ： GAR グローバルリスクモデル）
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図 9 誰があるいは何が都市開発においてリスクを生み出すことに影響を及ぼすのか

地方自治体のパートナーシップ

土地利用規制

都市建設環境
都市、 地方、
国の経済成長

都市計画

投機的
デベロッパー

ビジネス又は
製造サービス

建設の専門家
（建築家、 エンジニア、 測量士）

人々の選択、 市場圧力、 メディア、
環境グループ、 提唱、 市民団体

投資ファンド、
銀行又は民間資本

公式又は非公式
住宅

建築規制

官民連携又は
公共インフラ又は
サービス

保険

土地所有者

（出典 ： Johnson 等、 2012 [24]）

減や気候変動適応策のための投資によって、他のどの

スともなる。ある予想では、都市開発への投資は、2010

国のグループよりも、より多くの恩恵を受けることができ

年の 7.2 兆米ドルから 2020 年には 12 兆米ドルとなり、

る。そのため、災害リスク軽減のための投資は、小島嶼

67%増加すると予測している［26］。

途上国にとって投資を誘致し、レジリエンスを強化し、競
争力や持続可能性を改善するための重要な牽引戦略と

都市開発セクターにおいては災害リスク軽減への投資

なる。

に関するインセンティブは限定的である

都市化するリスク

響を受け、異なる利害関係者を巻き込むことになる（図

都市開発へのビジネス投資は、様々な要因からの影
9）。たとえ高所得国であっても、投機的な都市開発の短
自然ハザードにさらされた国々において都市化の新し
い波が展開されている

期的な収益性、災害リスクを殆ど考慮していない虚弱で
非効率な公共事業の規制枠組、不動産開発により発生
し共有することになるリスクやコストに対する責任の所

サハラ以南のアフリカにおける都市人口は、2010 年

在が明確でない状況などがあいまって、リスクを考慮し

の 2 億 9,800 万人から、2030 年には 5 億 9,600 万人、

た投資が進んでいない。1989 年以来、例えばイギリス

そして 2050 年には 10 億 6,900 万人に上ると予想され

の新しい住宅の 7%から 11%が洪水リスクの高い地域

る［25］。インドの都市人口は、2010 年の 3 億 7,900 万

に建造されている［27］。

人から 2030 年には 6 億 600 万人、2050 年には 8 億
7,500 万人になると予想される。このことは、自然ハザ

大規模なインフラプロジェクトがリスクとコストの共有を

ードにさらされている国や災害リスクを管理する能力に

高める可能性がある

欠けている地域が、急速に都市化することを示唆してい

大規模インフラプロジェクトへの投資は、都市や周辺

る。しかし、この新たな波は、ビジネスにとってのチャン
15

地域がどのように発展するかを形作る。インフラそのも
のへのリスクが減少しても、自然ハザードにさらされた
地域に対して、災害リスクを増加させるような他の投資
を呼び込む可能性がある。例えば、インドのデリーにお

図 10 小島嶼途上国 （SIDS） におけるモノとサービスの輸出
における観光業による貢献
2006 年から 2010 年の年平均値 （%）
モノとサービスの輸出額に対する外国人旅行者による支出

ける新しい地下鉄の 50 以上の駅は、地震の危険があ

20

60

80

100

モルディブ

置している。リスクを考慮した建築基準により、地下鉄そ

バハマ

のものへのリスクは減少した。しかし、駅周辺の新たな

バヌアツ

サモア
カーボヴェルデ

不動産開発に対しては、必ずしもリスクが減少したとは
限らない［28］。

40

アンギラ

る地域にあり、その 1 つは洪水の危険のある地域に位

セントルシア
バルバドス
グレナダ
アンティグア ・ バーブーダ
ドミニカ
セントクリストファー ・ ネーヴィス

グリーンな都市開発は共有価値として重要な位置付け

セントビンセント及びグレナディーン諸島
フィジー

にある

ジャマイカ
モントセラト

投資の誘致を模索する都市の地方自治体は、気候

サントメ ・ プリンシペ
トンガ
セーシェル

変動を考慮し、安全性を向上させ、効果的にリスクを管

アルバ
仏領ポリネシア

理するために、低所得コミュニティや企業と革新的パー

ドミニカ

トナーシップを結びはじめている。そして、環境や社会の

モーリシャス

持続性を目指す都市開発に関する新しい取り組みは、

ハイチ

ベリーズ

建設業界や不動産業界にとって重要な位置付けとなっ
ている。緑化ビルは、より高い賃貸料、より高い資産価
値、より安定した借用期間が期待できる。洪水や他のハ

（出典 ： 2011 年の UNCTAD のデータ [31] に基づき UNISDR が作成）

ザード要因に関連した災害リスク軽減は、都市開発の
新たな方法として容易に定着するであろう。

生み出し、それが住宅開発や道路インフラ整備に繋が
るため、それらによって生じたリスクの持ち主が誰なの

危険なレジャー

かが明確に定義されない。例えば、フィジーのナンディ
では、2009 年の洪水により、46 の小企業（商工会議所
への登録数の 5 分の 1）が、建物への被害や株式の破

小島嶼途上国の観光セクターへのビジネス投資は高い

壊により倒産し、最終的に再開できた企業はごくわずか

レベルの災害リスクを伴う

であった［32］。

世界的に見ると、観光は世界の GDP の 9%を占め、
世界全体の資本投資の 4.6%を有しており、最もダイナ
ミックで急成長にあるビジネス分野の一つである［29］。

自然ハザードにさらされた浜辺へのビジネス投資を阻
むことは困難である

小島嶼途上国では、他の経済セクターでは競争力がな

2004 年のハリケーン•イヴァンにより、グレナダにおけ

いかもしれないが、多くの小島嶼途上国が観光セクター

る直接損失は 9 億米ドルと推定され、国の GDP の 2 倍

では勝っている。小島嶼途上国では、2007 年の輸出合

を超えた。観光セクターは特に大きな打撃を受けた。島

計額の 51%を国際観光業が占めている［30］（図 10）。

のインフラの内、70%が被災し、観光セクターのサービ

高いレベルの災害リスクを有し、また観光に地域経済が

スに対する需要が数年間にわたり減少した［33］。しかし、

大きく依存していることは、これらの国々にとって経済リ

小島嶼途上国では沿岸部や浜辺に立地することで、よ

スクとなる。

りビジネスの収益性が上がるため、投資は継続し非常
に自然ハザードにさらされている地域に集中している。

観光投資による恩恵を得ることとは程遠い人々が、観

収益性が高く、資本投資を早期に回収することができる

光投資によるリスクを共有している

ため、投資家は長期的な影響を及ぼす激しい災害によ

観光開発は更なるビジネス投資を引き寄せ、仕事を
16

るリスクを大幅に差し引いて考える可能性がある。また、

小島嶼途上国政府にとって、観光はこれらの国が競争

たかというより、世帯がどの程度の量を購入できるかに

力を有する数少ないセクターの一つである。

依る。国際連合食糧農業機関（FAO）の食糧価格指数
では、2000 年と比較して 2 倍になっており、その要因に

観光リスクの軽減：投資家や政府、コミュニティの三者

は人口増加や都市化、食糧消費パターンの変化、原油

の利益

高、バイオ燃料の生産のための農産物使用、世界の備

観光セクターが透明性をもって災害リスクを管理する
ことは、投資を行っている企業と投資の誘致に取り組む
小島嶼途上国の双方にとって、競争力を高めるための
道標となる。認定プログラムや自主的な評価システムは、
好評なツールとなってきている。これらはますます、顧客
に受け入れられるようになり、災害リスク管理における
民間企業の役割の促進を目指す政府からの支援がは
じまっている。

蓄量の低下等が含まれる［34］。農業分野における災害
は、干ばつや洪水、気候変動に関連しており、これらは、
農業の規模に関わらず、農業ビジネスにとって損失を生
み出すだけではない。生産が集中している地域で災害
が発生すると、生産量が不足し、商品取引市場におい
てその影響は大きくなり、食糧価格の高騰を引き起こす
可能性がある。これは結果的に低所得の農村部や都市
部の世帯等の食糧安全保障に影響を及ぼすことにな
る。

無料のランチはない：農業ビジネスと食糧
安全保障に対するリスク

自然ハザードを特定・推定・考慮しなければ、食糧不安
のリスクは増大する
特にサハラ以南のアフリカでは、食糧価格の上昇に

農業ビジネス投資に伴うリスクは食糧を購入する全て

刺激され、大規模農業ビジネスは生産性の高い耕作地

の人と共有される

を購入し、輸出のための商業的農業に投資を行ってい
る。

食糧安全保障は、食糧となる農作物をどれだけ育て
図 11 農業における災害リスクの多次元的な特徴

不適切な
生産様式

不適切な作物と
耕作システム
債務や再投資の
支払い能力不足

気候変動の原因と
なる温室効果ガス

脆弱な
生産者と消費者

気候変動と
極端な現象

社会保障の欠如
予見的リスク管理
の欠如

基本的サービスへの
限定的なアクセス

森林伐採
土地の劣化

ハザード

人道支援への集中

災害
リスク

市場への限定的
なアクセス
インフラ赤字

不適当な土地利用
世界の商品市場

水不足

危険にさらされる
生産者及び市場

食糧や集約農業の

価格の高騰

不足
限界耕作地
の占領

リスク軽減要因
リスク情報や評価

代替措置に

代替措置に

経済的政治的

関する知見

適応する資源

インセンティブ

成長重視型の
公共政策
用地買収と用地への
アクセス制限
持続的でない
土地や水利用
リスク軽減要因

（出典 ： UNISDR、 Fava Neves と Alves Pinto （2012 年 [35] ） からの適用）
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世界的には、農地買収に国際投資先となっている上位

ことで、適切に情報を与えられたうえでの投資や、より

20 ヶ国のうち、13 ヶ国はアフリカの国である［36］。例え

適切で効果的な公共政策のために根拠となる証拠を提

ば、マダガスカルでは 200 万ヘクタール以上、及びエチ

供できるようになってきている。農業の生産性やレジリ

オピアでは 100 万ヘクタール超の買収が確認されてい

エンスだけでは、食糧不安を解消することはできない。

る［37］。これらの国の多くは、農業による GDP の割合

しかし、作物の価値や量を増加させることで小規模農家

が高く、食糧安全保障のレベルが高いが、農業干ばつ

は販売が可能になり、作物の損失リスクを減少すること

のハザードに対しては初期段階における推定がなされ

で収入が上昇し、これにより農家が多くの食糧を購入す

ているのみである。ますます厳しい制約のもとにある世

ることができ、不毛期間のための貯蔵を増加できるよう

界の食糧市場では、農業ビジネス投資が地方へ広がる

になる。

が、農業干ばつや他の自然ハザードについて、殆ど理
解されておらず、将来のリスクやさらに厳しい食糧価格
高騰のリスクを生み出している。これは、干ばつそのも

災害管理からリスク管理へ

のよりも、低所得地域や都市部の世帯の食糧安全保障
に対してより大きな脅威となる。

企業のリスク管理において災害リスクは未だ主流にな
っていない

新たなパートナーシップは小規模農家のレジリエンスを
近年、大規模なグローバル企業は、企業運営に影響

強化する

を及ぼすいろいろな異なるリスクに対して、ますます敏
気候シナリオのダウンスケールを行うとともに、農業
干ばつや他の自然ハザードの評価モデルが改善される

図 12 米州の 6 都市における事業継続計画や危機管理プログラムを有する企業の割合 （企業の規模別）
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計画 / プログラムを策定過程
計画 / プログラムを実施中
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体

全

（出典 ： Sarmiento と Hoberman、 2012 年 [38]）

18

員
業
満
従
未
人
0
10

10

0人

員
業
従 9人
49
～

員
業
上
従
以
人
0
50

感になりつつある。しかし、企業のリスク管理の焦点は、

多くのグローバル企業では、サプライヤーが遵守すべき

財政面、経済面、市場や法的なリスクに関することが中

リスク管理基準を設定している。更に、リスク管理は主

心である。ビジネス関連の調査は、リスク管理の重要性

要なサプライヤーである小企業から求められている。し

がますます高まっていることを示してはいるが、災害リ

かし、このような変化は、より最近（3 年～4 年）作成され

スクがリスク管理において考慮されることはほとんどな

たリスク管理の方針にのみ反映されている。サプライチ

い。この傾向は多くのビジネススクールのカリキュラム

ェーン管理の基礎として、リスク要因やリスクの地理的

の中でも反映されている。

集中についてより理解を深めるべく、災害によってもた
らされる潜在的な障害や財政的な影響に関する詳しい

事業継続計画から災害リスク管理への転換はまだ始ま

情報を災害シミュレーションとうまく組み合わせることが

ったばかりである

できている企業は殆どいない。

最も大規模なグローバルビジネスでは、災害リスク管
理の中心は未だに事業継続計画である。共有リスクは

リスクが盲点となっている投資

未だ十分には考慮されておらず、中央政府や地方自治
体と積極的に連携しているグローバル企業はほとんど
ない。中小企業はリスクに関する認識や災害リスクを管
理する能力を欠いている。米州の災害の影響を受けや

災害リスクへの考慮がほとんど含まれず取引される企
業の有価証券と社債

すい 6 つの都市において、500 人以上の社員を有する

機関投資家は世界中で 80 兆米ドル以上の資産を管

企業に対して実施された調査によると、約 45%の企業

理している［39］。資産運用管理者（図 13）は、投資を行

が事業継続計画又は危機管理プログラムを有している。

う際に災害リスクを殆ど考慮していない。資産運用管理

しかし、社員 100 人未満の企業でそのような計画を有し

者と受益者の間で距離が広がることにより、受益者がど

ているのは 14.2%のみであった（図 12）。

の程度の災害リスクが考慮されているかということを含
めて、自分の投資ポートフォーリオがどのように管理さ

企業の災害リスク管理に関する方針は進化しつつある
たいていの企業では、自社のサプライチェーンに対し
て、なんらかの形で災害リスク評価や管理を行っている。

れているかをよく理解できなくなる。そして、金融市場は、
実体経済からますます乖離し、資産管理者と投資され
た資金が最終的にどのように利用されるのかについて

図 13 機関投資の価値連鎖

責任の委譲

受益者

機関投資家
（例えば年金基金）

資産運用管理者

被投資会社

限定的な報告や説明責任

（出典 ： UNISDR、 Clements-Hunt から 適用、 2012 [40]）
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も乖離が生じる。災害リスクは、投資決定プロセスの中

力は、結果を見せ始めている。現在、世界の資産運用

で、金融商品の高度な専門化や複雑化、不透明さが増

管理者（ファンドマネージャー）の約 10%は、環境や社

大する中で、更に見えなくなる。

会、ガバナンスの問題を投資プロセスに統合している
［42］。規制当局は、企業に対して隠れたリスクを開示す

予測や国別投資情報は災害リスクを考慮した投資を奨

るよう求めている。投資への取り組みは変化しており、

励していない

大手機関投資家の間にも定着しはじめている。これらの
変化しつつある価値は、投資を保護し共有リスクを回避

投資家や信用格付けを先導する企業調査や経済予

したい投資家と同様に、システミック・リスクの軽減に関

測、国別投資情報は、労働の質や可用性、輸出市場へ

心を持つ規制当局の両方にとって道標となっている。災

のアクセス、政治的経済的安定性、税制優遇措置等の

害リスクを管理又は開示しない企業にとって、株価の下

インセンティブに関する情報に基づいている。災害リス

落やアナリストによる評価が落ちるという脅威は、やが

ク情報は、高リスクの国における国別投資情報などでも

て効果的にこれらのリスクを管理する企業や政府への

一般的に含まれていない。例えば、2012 年のエコノミス

強力なインセンティブとなるであろう。

ト・インテリジェンス・ユニット（訳注：イギリスの定期刊行
物「エコノミスト」の調査部門）のインドネシアの国別報告

投資の安全保障：再保険

書には、災害リスクが全く考慮されていない［41］。国の
財政政策や、インフラ、公共事業施設、ビジネスを可能
にする全般的な環境に対する災害の影響は理解されて

保険の価格や有効性はビジネス投資に対して大きな影

いない。これは、ビジネス投資の意思決定において深刻

響を及ぼす

な結果を招く可能性がある。

工場や他の施設等の資産に保険をかけなければ、貸
規制当局や投資家はリスク開示の透明性を求めている

付や他の形での資金調達を得ることができない。高額

気候変動に関連する投資家グループによる近年の努

十億米ドル

図 14 1996 年から 2012 年の大災害社債と保険リンク証券市場の成長
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20

09

20

10

20

11

20

12

20

の保険料は、投資の魅力を失わせ、ビジネスを他の場

を奨励するような歪んだインセンティブを与えることにな

所に移すことを余儀なくすることもある。その逆に、保険

る。しかし、クライストチャーチの地震やタイの洪水等の

料が低すぎると、企業はリスクを過度に低く見積もり、自

最近の大災害により、保険市場は、災害リスクをどのよ

然ハザードにさらされた地域への投資に向うかもしれな

うに価格付けするかについて見直しを迫られ、また保険

い。それは、その企業の災害リスクを積み上げるのみな

価格の改定や可用性に制限が行われるようになってき

らず、より広範に共有リスクと共有コストを生み出すこと

ている［44］。

になる。
保険リンク証券は選択肢を増加させるが非現実的なリ
保険はリスクに基づく健全な投資判断を代替するもの
ではない
保険は通常、事業継続を保証したり、災害の広範な

スクの価格付けを導くことになる
金融市場は現在、保険リンク証券や同様の金融商品
を通じて、保険業界の資金供給を増やしている。これは、

影響からビジネスを保護するものではない。保険は企業

競争力や災害リスク管理をするために利用できる保険

の資産損失やサプライチェーンの中断に対する保護策

商品の選択肢を増やすことができる（図 14）。しかし、資

を提供することはできるが、労働者の労働意欲の低下

産管理者や大災害債権の発行者が、リスクレベルの現

や欠勤の増加、ストレスや不安、低生産性、顧客の需要

実的な評価よりも短期的な利益の獲得を優先するなら、

や購買意欲の低下、その他の影響などの広範囲にわた

これらの利点は損なわれる可能性がある。

る影響を補償するものではない。
保険は成熟したリスク管理文化を有する国で最も機能

リスクガバナンス：パラダイムの探求

する
特にアジアのように急速な経済成長の中では、災害
リスクが軽減されるよりも速く、保険が浸透しつつある。

リスクガバナンス体制は大きく進化した

このような傾向は、既存のリスクが正確にモデル化され

1990 年代以降、災害リスク管理のために法律や制

たとしても、保険業界の大きな損失を増加させることに

度、政策、制度的枠組を再構築する国が増えてきた。複

なる。これらの国では、市場での保険の普及率増加を

数のセクターによる委員会が、現在、異なる複数の省庁

目的とした、投資をひきつけるような低価格の保険があ

や部署にわたって調整や繋ぎ役として貢献しており、責

ることで、リスクを回避した投資が進まない可能性があ

任は地方自治体にも分散され、リスク軽減のための活

る。保険料がリスクに基づくものではなく、保険市場で限

動にのみ充てられる予算ラインが確立している。2012

られた経験しかない公的部門の機関がこの市場に取り

年 12 月時点では、85 ヶ国が災害リスク管理に関する分

込まれれば、財政上のリスクを生み出すことになる。

野横断的な国レベルでのプラットフォーム（国内委員会）
を設立し、121 ヶ国が災害リスク軽減のための政策や法

多くの場合保険料はリスクに対して現実的な価格付け

的枠組を設定した［45］。しかし、いくつかの明確な例外

をしていない

を除いては、これらの制度的・法的システムは災害対応

保険料がリスクの実際の経済的価値を示すことがで

と備えに焦点があてられているままである。

きれば、保険は災害リスク軽減への強力なインセンティ
ブになる。しかし、ヨーロッパや日本、アメリカのような先
進国の市場におけるリスクは、精密にモデル化されてい
るが、保険の新興市場の場合には当てはまらない。同
様に、保険の普及率を増加させるために政府からの補

リスク要因に対処するための制度的及び法的システム
はあまり重要視されていない
兵庫行動枠組（HFA）の優先行動分野 4 に着目すると、
2007 年以降の 3 つの HFA 進捗報告書作成サイクルか

助があれば、保険価格は低くなる。加えて、政府が頼み
の綱として補償するような機能がある場合には、これは
実際に自然ハザードの危険にさらされた地域への投資
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図 15 兵庫行動枠組 （HFA） 優先行動分野に対する 2007 年から 2013 年の進捗
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（出典 ： UNISDR、 HFA モニタデータ [46] に基づく）

ら、国々のリスクを考慮した投資の達成度が低いことが

災害リスク軽減について投資を定量化できている国は

わかる（図 15）。例えば、低所得コミュニティに対して安

殆どない

全な土地と住居の提供、リスクを考慮した土地利用や
民間不動産開発、そして、土地の所有権設定などを実
施するための単純で規則に基づくメカニズムを構築して
いる国は、報告書を提出している国の半数以下であっ
た。多くの場合、制度や政策は存在している。しかし、政
策や制度的枠組の発展と、実際のそれらの実施におい
ては大きなギャップがある。
経済成長政策と災害リスク管理の間の調整不足

国々が災害リスク軽減と急速な経済成長を推進する
政策の間のトレードオフを実質的に評価するためには、
説得力のある形で、それを実施するための経済的及び
政治的な状況による要請が必要である。国の災害リス
ク管理担当組織による支出の特定は可能かもしれない
が、政府内のいろいろな支出項目や複数のセクターに
わたる支出の中から災害管理に関する支出を特定する
ことは複雑である。なぜなら、多くの場合、それらの支出
は災害リスク管理という項目がつけられていないからで

実体又は認識される相対的な比較優位性に基づき投

ある。これにより、災害管理に関するイニシアティブの結

資は誘致され、また国や都市の間での地理的条件によ

果として生じるコストや便益を国が評価することが困難

る競争によって、グローバル経済は特徴付けられている。

となっている。

多くの政府は、低労働コストや輸出市場へのアクセス、
低税率を用いて実際に高リスク地域への投資を奨励し
ているかもしれない。しかし、国の災害リスクガバナンス
の枠組みの中に、投資委員会や貿易担当省、及び民間
投資家が参画しているという事実は殆どない。
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災害リスク軽減のための支出が増加している
HFA 進捗モニタリングや予算配分のレビューの両方
から見られるように、いくつかの国において、災害リスク

軽減に関する予算配分が増加しているという事例証拠

ない場合と比して、より費用対効果がある。予見的災害

が示されている。災害リスク軽減に関する長期的投資

リスク管理を行わなければ、国は競争力を失い、また事

への予算が限られているという一貫して耳にする課題

業自体が競争力をつけるために必要なインフラを確保

にもかかわらず、いくつかの国では予算配分が増加して

する能力を失うであろう。しかしながら、この分野におけ

いるということである。しかしながら同時に、予算配分は

る進捗は部分的である。特にその国や地域の産業にお

災害管理における修正的な措置や修正的な財政強化

いて、防災投資に前向きな政治的プレッシャーが存在し

の実施に偏っている。それは例えば、災害が発生した後

ている場合においては、そういった防災投資への断固と

の復興や切迫した災害事象に直面した時に設置される

した必要性が、財務関連省庁の専門部局によって促進

復興基金や復興予算を通して行われる予算の修正的

されるリスク分析とプロジェクト分析を覆すことになるか

措置などである。

もしれない。
土地利用計画では災害リスク管理が奨励されていない

リスクを予見する

土地利用計画もまた解決されていない課題が伴って
予見的災害リスク管理の採用に係る進捗はいまだ限ら
れている

いる分野である。土地利用計画や管理を用い、投資方
針に効率的に影響を与えることができるような災害リス
ク管理システムはほとんど存在しない。代わりに、いろ

リスクファイナンス戦略に頼るよりも、低及び中程度

いろな公的機関および民間組織が都市地域の様相を

の損失を伴う広域リスクを軽減する方が、より費用対効

変えている。彼らは異なる議題を後押しし、全体的とし

果がある（図 16）。また、予見的リスク管理では、投資計

て一貫したリスク管理の枠組の外で行動をとっている。

画の中にリスク軽減をすでに考慮しているため、投資が
すでになされた上でそのリスクレベルを修正せねばなら
図 16 リスク管理手段の効率性と災害の発生確率

確率年

500 年

大規模な損失 ： 残存するリスクはリスク軽減や移転では
効果的でなく無防備である

100 年
中規模から大規模な損失 ：
リスクファイナンスがより効果的

10 年
小規模から中規模な損失 ：
リスク軽減がより効果的

（出典 ： Mechler 等、 2012 [47]）
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災害リスクファイナンス・スキームの開発に大きな進展

より広範な分析は、視界の広い投資判断を可能にする

集中リスク、及び中規模から極端に大きな損失の場

新しい取り組みにより、民間と公的機関によるリスク

合には、リスクファイナンスは、マクロ経済の安定を確保

モデリング（リスクのモデル化）が相互作用し収束が進

し、復旧•復興を促進するために不可欠である。リスクフ

んでいる。オープンソースとオープンアクセスのリスク情

ァイナンスにおける最近の事例には多様性がある。しか

報の可用性の向上により、企業、政府、保険会社の間

しながら、リスクファイナンスは、包括的な災害リスク管

のリスクのレベル、パターン、傾向と価値付けに関する

理戦略の重要な要素であると同時に、それが成功する

健全な議論が促進されるであろう。いろいろな異なる災

かどうかは、リスクを軽減するための補完的な努力次第

害リスク管理戦略の費用対効果を分析することによって、

である。

企業はどれだけのリスクを受け入れ、どれだけリスクの
軽減とリスクの共有のために投資するかについて決定

ビジネスセクターの役割は重要性を増している
より効果的な災害リスク管理のために、自治体や特
に大きな自治体では、不動産会社、デベロッパー、投資
銀行、主要な商店や不動産管理会社など、重要な固定
資産をもつ多くのビジネス（企業）の間に強力な協力関
係が存在すると見ることができる。関心を持つ利益共同
体は、災害リスク管理で重要な役割を果たすことができ

することができる。言い換えれば、企業は現在、その企
業の目標や目的にとって、どの程度のリスクを受け入れ
ることをよしとするか（選好するか）を見極めることがで
きる。
企業はリスク軽減への投資を強化するよう政府に求め
ることができる

る企業や地方自治体によって形成される。しかし、災害

企業が投資の意思決定を行う前に、都市や国に内在

リスクガバナンスの枠組における現在のビジネスによる

する災害リスクのレベルを精査することから始めれば、

参加は、まだ限られている。民間セクターがその国の防

徐々に彼らの投資行動が変化するだろう。低リスクの国、

災に関するナショナル・プラットフォームに参加している

または災害リスクが効果的に管理されていることを実証

ことを報告しているのは、28 カ国のみである。

することができる国は、投資を誘致するうえでの比較優
位性を持つことになる。このような観点から、継続的な

リスクの共有から価値の共有へ

投資を誘致することは、国および地域レベルでの災害リ
スク管理を強化するための主要な動機の一つになる可
能性がある。リスクを十分に考慮した企業の設備投資

企業は徐々に災害リスクを特定、分析および管理する

は、災害リスクの分析や、災害リスクを無視するのでは

という方向に移行している

なく含めた予測の需要を喚起し、それによってさらに国
が災害リスク管理に投資することを奨励する。同時に、

災害リスクへの意識が拡大するにつれ、より多くの企

企業はそれが置かれている都市地域における災害リス

業は、単純にビジネス継続計画に焦点をあてるのでは

クの効果的な管理に関心を持っている。そして、それら

なく、それを含む形で、存在するリスクを管理するため

のリスクを管理するために、政府や特に都市及び地方

の戦略へと展開していくであろう。現在の投資は、災害

自治体は、企業の参加を必要としている。

リスクに関する事業側面を可視化し、管理するための新
しいアプリケーションやプラットフォームの開発に対して

リスクの特定・想定・開示は企業にとって強力なインセ

行われている。これらのアプリケーションやプラットフォ

ンティブとなる

ームが市場に導入されると、企業のリスク管理者は、災
害リスクをより広いリスク管理の取り組みに統合するこ

災害リスクに関して企業が行う報告は、現在のところ

とを可能にするツールにアクセスできるようになるであろ

ほとんど規定されていないが、今後ますます重要になる。

う。従って、サプライチェーンのリスク管理を通して、必

災害リスクが説明・報告された場合、管理されていない

要な災害リスク管理を強化できる能力を持つ大企業が、
それらの能力を欠いている中小企業の災害リスク管理
を強化できるような媒介的役割を果たすことになるかも
しれない。
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図 17 災害リスク管理を通して共有の価値を創造するためには ： 官民による効率的参加のための重要な要素

資産やサプライ
チェーンに対する
災害リスクの
認識を向上させる

中小企業の
リスク管理を
強化する

ビジネスセクター
としての
災害リスク管理を
発展させる

事業継続から
包括的な災害リスク管理
への移行

災害リスク管理を
国の競争力強化の
ための議題に
取り入れる
企業を地方や国の
災害管理計画に
参加させる

官民による
リスク
ガバナンス
の構築

災害リスク管理に
対する業界基準と
認定証を発展させる

災害リスク管理から
ビジネス機会への転換

共有価値の創造

災害リスク
バランス
シートの
開示

災害損失やリスクを
ビジネスや
経済セクターに
説明する
災害リスクの
「普遍的な所有」
へ転換させる

災害リスク情報を投資
の意思決定プロセスの
中に組む込む

災害リスクメトリクス
（評価指標） を投資
における官民計画に
統合する

リスクの実質価格に
基づきリスク選好の
程度を特定する

リスクモデルの
ブラックボックスを
開けてリスク情報への
アクセスを改善する

（出典 ： UNISDR）

災害リスクや高いリスクを避けるために、投資家が意思

大規模かつ多数のビジネス・イニシアティブが展開され

決定に際してこれらのリスクを考慮することになる。より

ている。これは、自然資本と環境の持続可能な管理か

よいリスク報告は、アナリストや信用格付けに反映され、

らの価値の共有であり、エネルギー消費を削減し、再生

企業がさらに効果的な災害リスク管理に投資することを

可能エネルギーへ投資するという考え方からの価値の

奨励するであろう。「普遍的な所有」のような概念は、年

共有を創造している。また、地域社会や各家庭を参加さ

金基金や政府系ファンドなどの大手機関投資家による

せ、彼らが恩恵を受けるような社会を構築するという価

投資が、リスクを考慮したものとなるよう促進する可能

値の共有を創造している。これらの価値は、リスクの根

性を秘めている。

底にある要因に対処するという観点から、防災分野に
共通利益をもたらすことになる。ISO などの国際規格だ

ビジネスは災害リスク管理を開発のための機会や分野

けでなく、特定の業界内での自主的な認定プログラムの

と見なしている

開発などを含む、認定書や類似の「認証ステッカー」の

災害リスク軽減のための市場規模は、潜在的に巨大
である。例えば、災害リスクを考慮した対外直接投資の
2014 年予測は 1.9 兆米ドルであり、大きなビジネスチャ
ンスを表している［48］。 また対外投資は生産資本、自
然資本、および無形資本の投資総額のごく一部である。

ようなかたちで導入・適用されることによって、事業分野
としての災 害リスク 管理の開発が 進展する であろう
［49］。
この理解がビジネス投資に活かされなければ、兵庫
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行動枠組（HFA）の目標が達成される可能性は遠ざかっ
てゆく。災害リスクの将来は、企業が災害リスク軽減に
どの程度取り組むかにかかっている。
2015 年が近づく今、災害リスク軽減に関する新たな
枠組である HFA2 を策定するための国際的な努力が加
速している。防災に関するビジネス・ケースが、明確にこ
の枠組に含まれるようにすることで、企業が建設的にこ
の分野に関わることに対する重要なインセンティブを与
えることになるであろう。将来のレジリエンス、競争力、
及び持続可能性は、企業がどのようにこの分野に関わ
るかにかかっている。
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