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１. 目的と背景 

（1）目的 

大震災発生直後に物的資産の直接被害額が推計

されるならば、推計の度に投入される多くの人材、

費用、時間を節約でき、復旧への対応に必要な政

府・自治体の組織編成や必要な資源調達に資する。

また、被災した企業や家計も被害額の情報を早め

に得てその置かれた状態を客観的に知り、適切な

行動をとることができる。 

わが国では、大災害が発生すれば、関係省庁を

はじめとする官民の諸機関が被害アセスメントを

行う。特に、防災科学研究所（以下、防災科研と

略称）は、さまざまな観測網を通じて被害のリア

ルタイム推定を推進し、さらに社会との情報共有

に努めている。例えば、地震被害推定システム

（J-RISQ）は全国に網羅する強震観測網（K-NET, 

KiK-NET など）を用いることにより、250ｍメッ

シュによる被害情報をリアルタイムに発信してい

る。このような迅速な災害アセスメントを行う主

な目的は、上に述べたように、発生直後の初動対

応における意思決定等に資することである。本報

告の目的は、従来からなされている人的・物的タ

ームでの被害アセスメントではなく、被害状況を

経済タームで、すなわち被害額で推定するシステ

ムの開発である。最終的には、防災科研の地震被

害推定システム等を通じて、広く社会への公開を

目指している。 

（2）背景 

阪神淡路大震災後の直接被害額に関しては，国

土庁が発災から約1ヵ月後に約9.6兆円と発表し，

さらに兵庫県が精査して発災から 3 ヵ月後に約

9.9兆円と公表した。これは，15の被害項目に区

分して積み上げ，それを合計したものである。東

日本大震災の場合には，当初（約 2週間後），内

閣府（経済財政分析担当）が大まかな仮定の下で

の 2 ケースを発表した。それは，約 16 兆円と約

25 兆円であった。後に，発災から 3 ヵ月過ぎて，

内閣府（防災担当）が約 16.9兆円とする公式な推

計額を公表した。これは被災市町村のストック残

高を推計し，それに別の過去の情報や津波被害の

程度を酌量して得られる毀損率を掛け合わせて算

出された額を合計したものである。阪神淡路大震

災における積み上げ方式でも，東日本大震災にお

ける毀損率を使用する方式でも，最終的な公式推

計の発表までには 3ヵ月程度を要した。  

 アメリカでは、地質調査所(The United States 

Geological Survey)が世界の大地震のリアルタイ

ム推計を PAGERというシステムで公表している。

その情報には、地震動の他に死亡者数と経済被害

額の推計値を含む。被害額推計は、10年ごとの各

国におけるストック額（国連推計）を基に、GDP

や人口などを用いて地域ごとに被害額を按分する

方式で求めるが、その精度は高いとは言えない。 

 われわれは、地質研究所の方式とは違い、日本

の地震被害額に限定しているが、過去のデータに

よる被害額推定のモデルを開発し、それを最近の

ストックデータで推計する点で大きな相違がある。 

 

２．被害額推計モデル   

（1）モデル 

 災害リスクはハザード要因と暴露（および脆弱

性）要因によって決まるという考えに基づいて推

計モデルを設定する。基本的な関数は、 

 



 

直接ストック被害額 = F [ストック存在量， 

震度，関連ハザード要因] 

である。この特定化は、防災学の主流的な考えに

沿うものであるが，最近台頭しつつある災害経済

学の実証研究でも見られるものである。 

ハザードとしての震度は、基本的には市区町村

（厳密には地震計が公的に設置されている位置）

ごとにデータが発表される。地震によって影響を

受ける社会経済（暴露）要因として物的ストック

を考えるが、市区町村レベルでの公的データは存

在しない。本研究では、市区町村レベルのストッ

ク（社会資本、建築物、民間資本の合計）を独自

に推計して用いた。しかし，直接被害額は 1980

年代以後の大きな地震で公式被害額が報告される

ようになったものの，基本的に都道府県単位で発

表される。市区町村のレベルの説明要因で都道府

県単位でのみ存在する被害額を説明しなければな

らない。つまり，大標本として利用可能な震度情

報のデータ，市区町村レベルまで按分された総ス

トック存在量のデータ，小標本の形でしか存在し

ない直接被害額のデータを対象としている。した

がって，観測頻度の異なるデータを対象とする独

自の分析を必要とする。観測頻度の差を考慮して，

モデルの特定化を次のように行う。 

まず，地震による被害額の過去のデータが少な

いことから，なるべく多くの情報を得るために，

できるだけ過去に遡り，1980年代以後の地震を対

象にする。さらに，公式被害額が利用可能な最大

震度 5以上を対象にする。具体的には，1983年日

本海中部地震から 2016 年熊本地震までを大きな

地震のエビデンスの対象とする。 

変数を次のように定義する。 

Yi：i番目の地震における県単位の直接被害額 

ΣSji:i 番目の地震における震度 j の当該県内

市区町村のストック合計額（ j = 5, 6, 7 ） 

DTi: 津波被害が発生した場合のダミー変数 

 具体的な関数形として，将来の広範な適用を考

えて簡便性を最優先する。そのために次の線形回

帰モデルを考える。(a, b はパラメータ)。 

 Yi = a + b1ΣS5i + b2ΣS6i + b3ΣS7i + b4DTi          [1] 

（2）推定結果 

推定結果は表1に示されている 

まず，震度 5 の要因であるΣS5 の係数の推定値

はいずれの場合も有意にならないことが分かった。

 

表 1 推定結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

表では式１についてのみその項の推定値が示さ

れているが、いずれのケースでも有意にならな

いことを確認した上で，その項を除外した推定

結果のみが示されている。 

次に，津波の影響を測るために津波ダミー変

数を導入した（DT = 津波を伴う地震のケース

のみ 1，他の場合は 0）。定数項ダミー，各係数

ダミーを別々に導入する場合や，双方のダミー

効果を同時に導入する場合などを試みた。その

結果，定数項を除くすべての説明変数の統計的

優位性が保たれるのは表 2 における式 4 と式 5

であった。特に，定数項ダミーの場合よりも係

数ダミーの場合の方（式 5）がより有意性が高

い。ただし，式 5 では最大震度 6 の場合の津波

の効果は把握できない。したがって，当面は，

津波を伴う場合の推計には，式 4 と式 5 の両方

を用いることにする。式 4 を除いて，採用する

すべての式で定数項を除いて係数推定値は 1%

の水準で有意である。式 4 では，津波ダミーだ

けが 10%の水準で有意である。 

推計結果の妥当性を検討するために、標本内

でのさまざまな予測精度の検定を行った。例え

ば、図 1 は式 5 の標本内予測値と現実値との動

きを示す。 

図 1 式 5 のパフォーマンス 

図 2 は式 6 を用いて、2016 年熊本地震の被害

額の区間予測を行った結果を示す。それによれ

ば，熊本県での予測値は，2.61 兆円を中心値と

して，区間（0.94 兆円，4.28 兆円）が予測され

る．内閣府の求めた区間（1.8 兆円，3.8 兆円）を

完全に含む。 

 

図２ 熊本地震の区間予測 

 

３．リアルタイム推計の方法 

 (1) リアルタイム推計の手順 

次に，ここで提案したモデルをどのように使

用して地震発生時に被害額推計を行うかを説明

する。 

推計の手順は，図３に示されている。防災科

研の計測震度分布から各地域における最大震度

情報をモデルに投入して。都道府県域における

推計値が即時に得られる。都道府県域の直接被

害額の推計値が出れば，次に県域での被害額分

布を 250m メッシュで表示することを目的とす

る。そのための手順が図３に示される。基盤地

図情報に公開されている建築物面積の 250m ご

とのメッシュを用いて被害額を単位建築面積あ

たりに按分し，県域での直接被害額のメッシュ

分布を求めて地図表示する。 

 

図３ 被害額のメッシュ表示のための按分手順 

(2) 地震発生トリガーの自動取得 



 

この被害額推計の自動化では,汎用的な電文

として受け取ることができる気象庁防災情報

XML を用いて，推計の条件を満たす地震の発生

を検知し，市町村別の震度情報として利用する。

この電文の受信を直接被害額推計の開始トリガ

ーとして利用する際の注意点として，緊急地震

速報の情報は後から更新されることがある。こ

のため，電文情報に含まれる地震の IDに紐づけ

て事象ごとの記録を管理し，修正情報の受信時

には推計の更新処理を行うよう配慮している。 

(3) 建築物面積による 250ｍメッシュの按分 

直接被害額の推計値をさらに 250m メッシュ

に按分する。具体的には，ストック合計額と建

築面積の相関をチェックして安定的な関係が得

られるならば，被災地域の建築面積と計測震度

の分布を用いた按分技法を適用して，被害額の

メッシュの分布を求めることができる。 

250m メッシュ毎の建築物面積は基盤地図情

報の建築物の外周線データから， 250mメッシ

ュ別の震度は防災科研のリアルタイム地震被害

推定システム（以下，J-RISQ）から，それぞれ

取得することができる。なお，J-RISQ の仕様上，

震度データの最終報は J-RISQ のトリガーが作

動してから約 10 分後に配信されるため，地震発

生トリガーの受信から 10 分後に J-RISQ 震度分

布データを取得している。また，都道府県境界

にまたがるメッシュは都道府県境界で切断し，

別のメッシュとして取り扱う。 

 

４．大阪府北部地震への適用 

 （リアルタイム推計の例証） 

(1) 大阪府北部地震の直接被害額 

2018 年 6 月 18 日の大阪府北部地震に適用し、

被害総額およびその地図上での分布を示す。震度

6 弱は，大阪市北区，高槻市，枚方市，茨木市，

箕面市の 5 市区で観測された。以下では，主な被害

が集中した大阪府に限って分析する。大阪府が最

終的にまとめた報告によれば，住家の全壊は 18

棟，半壊 512 棟，一部損壊 55,081 棟，住家以外

の建築物被害 817 棟であった。その他，大きな

物的ストック被害の情報は公開されていない。 

筆者たちが整備した上記 5 市区のストック合

計は 27 兆 1,972 億円（2011 年度価格表示）であ

る。その値を式 3 の ΣS6に代入して，ストック

被害額 Y の値を求めれば，2,760 億円となる。 

(2) 被害額の地域メッシュへの按分 

大阪府下の市町村ごとのストック合計と建築

物面積との間に有意な線形関係が認められれば，

都道府県の直接被害額を震度階級（震度 7，震

度 6）と建築物面積に基づいて，250ｍメッシュ

に按分することができる。大阪府下の全 72 市区

町村に関して，各ストック合計と建築物面積の

相関を調べると、決定係数は 0.83 となり、十分

な関係があることが確認できる。その上で，防

災科研が有する建築面積の分布及び震度情報を

用いた按分を行えば，図 4 のメッシュ表示が得

られる。メッシュ単位当たり 2 億円以上の地域

が，高槻，枚方，茨木，豊中，箕面，寝屋川各

市に加えて大阪市北区において点在している様

子が把握できる。 

 

 

図 4 直接被害額の 250ｍメッシュ表示 
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