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自然災害によって被災した企業は，事前に保険会社と保険契約を結んでおくことで保険金を受け取ることができ，そ

れをもとに早い段階で復旧作業を行うことで，営業停止・停滞による損失を最小限に抑えることができる．しかし，自

然災害は観測数が少なく，確率論的リスク評価に関する研究事例はまだ数が少ない．そのため，保険会社は契約企業に

支払う保険金額の予想が困難なのが現状である．また，企業決算や保険契約は基本的に1年毎であり，1年間の期待被害

額を見積もっておくことも重要である．本研究では，確率台風モデルで作成された人工台風1000年分のデータを用いて，

我が国の主要湾を対象に高潮災害の年集積リスクの評価を行った．高潮解析と浸水解析を行い，年間被害額を算定した．

年間被害額と年超過確率の関係を表すリスクカーブを作成し，年期待被害額を算定した． 
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1. 研究背景と目的 
 自然災害が発生した際は，災害によるリスクは絡み合い，

二次災害の発生や複数の地域にまたがる被災が発生する可

能性がある．企業にとっては，自然災害によって工場や事

業所などが被災する可能性がある．災害などによって被災

した際に，業務やシステムが中断・停止しないよう，また

は中断・停止したとしても早急に復旧し，事業を再開させ

て損失を最小限にするために，準備・対策を施す事業継続

計画 (BCP: Business Continuity Plan) の策定が進められてい

る．例えば，保険会社が発行するCAT ボンド (Catastrophe 
bond) や損害保険契約などである． 
 自然災害によって被災した企業は，事前に上記のような

契約を保険会社と結んでおくことで保険金を受け取ること

ができる．それをもとに復旧作業を行うことで，営業停止・

停滞による損失を最小限に抑えることができる．反対に，

保険会社には多額の保険金支払いが発生する．契約企業が

早急に復旧作業に移行できるよう，自然災害によるあらゆ

るリスクを想定し，被害額を見積り，保険金をストックし

ておくことが必要になる．しかし，火災や自動車事故など

は，過去の統計を分析することで将来の発生予測が可能で

あるのに対し，地震や台風などの自然災害は発生予測が困

難である．また，観測数が少ないため統計的評価が難しく，

保険会社は契約企業に支払う保険金額の予想が困難なのが

現状である． 
 福谷ら 1) は，エネルギー保存則を用い，日本国内に散在

する発電所施設群を対象に，津波リスク評価を行った．結

果として，全国の発電所関連施設の総建設費に対する予想

津波損害割合と年超過確率の関係を明らかにし，各施設群

の年間の予想津波損害割合の期待値を算定した．この研究

は，各地に自社施設等の資産を有する事業者や，広域に渡

って契約者が存在する銀行・損害保険会社等の金融機関が，

リスクベースの経営判断を実施する際の有益な手法となり

得る．辻田ら 2) は，東京，大阪，伊勢の三大湾を対象に，

確率台風モデルを用いて，複数地域での同時被災を考慮し

た高潮浸水災害の集積リスクを評価した．この研究は，全

国に支店をもつ大企業や顧客を有する保険会社などが，複

数地域での同時被災による合計期待被害額を事前算定する

ことで，最大限のリスクを把握できる可能性がある． 

 このように，リスク評価に関する研究はいくつか行われ

ているが，まだ数は少ない．また，保険会社の決算と損害

保険契約は基本的には 1 年毎であり，1 年間の支払保険金

額を見積もっておくことも重要であるが，年間のリスク評

価に関する研究はほぼ行われていない．そこで本研究では，

我が国で資産の集中している東京湾，大阪湾，伊勢湾，三

河湾，広島湾の主要湾を対象に，台風により発生する高潮

による浸水解析をし，1 年間の期待被害額を算定して，年

集積被災リスクの評価を行うことを目的とする． 
 
2. 高潮リスク評価手法 
 本研究のリスク評価の流れを図1に示す．大きく分けて3つの

手順で構成される．まず，青枠で囲ったロス関数の作成フローに

ついて説明する．ロス関数とは，高潮偏差と被害額の関係を表す

関数である．本研究では扱う台風データが膨大なため，簡易的に

高潮による被害額を算定するための指標として，ロス関数を作成

する．既往の高潮解析結果を入力し，氾濫解析モデルを用いて氾

濫原の浸水範囲，面積，および浸水深を算定する．氾濫原の資産

データを作成し，算定した浸水深から被害額の算定を行う．得ら

れた被害額とその時の高潮偏差の関係を回帰分析し，ロス関数を

算定する． 
 次に，緑枠で囲ったすべての台風の高潮偏差の算定のフローに

ついて述べる．中條ら 3) の確率台風モデルによって算定された人

工台風1000年分から，台風経路の分類を行い，気象庁の経験式（回

帰式）を使用し，対象地点における高潮偏差を算定する． 
 最後は，赤枠で囲った年集積リスクのフローである．ロス関数

と高潮算定結果から，すべての台風の各地点での被害額を算定し，

 
図 1 年集積リスクの評価手順 
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それを被災地点に関わらず合計し，1 年分の台風で発生する年間

被害額を算定する．これを1000年分行う．年間被害額から年超過

確率を算定し，それらの関係からリスクカーブを作成し1年間の

期待被害額を算定する． 
 
3. ロス関数の作成 
(1) 既往研究による高潮解析 
 岩部ら 4) は三大湾を対象に，中條ら 3) の確率台風モデル

で計算された 5000 年分の人工台風から規模の大きな台風

を各地点で 100個ずつ抽出し，高潮解析を行った．安田ら
5), 6) および荒木ら 7) は，同様に 1000年分の人工台風を用い

て，伊勢湾および三河湾，広島湾での高潮解析を行った．

本研究で用いる人工台風は，安田らおよび荒木らと同一の

ものである．高潮解析には，非線形長波モデルSuWAT 8) を

用いる．これは，潮汐・高潮・波浪の相互作用を考慮した

モデルであり，これまで高潮計算において多くの適用実績

があり，実用上十分な精度の計算結果を得られることが示

されている．東京湾における高潮解析結果の一例を図 2に
示す．なお，これ以降の標高，浸水解析結果，資産データ

についても，紙面の制約上，東京湾の結果のみ図示する． 
(2) 浸水解析 
 SuWAT による高潮解析結果を境界条件に設定し，氾濫

解析モデル LISFLOOD-FP 9) を使用して，各地点の陸上の

浸水解析を行う．これは，簡易的な浅水方程式を用いて，

河川沿いや氾濫原を通過する洪水伝播のシミュレーション

を高速に行うことができるモデルである．本研究では，堤

防は存在し，高潮が越流しても破堤しないものとする．標

高と浸水解析結果の一例を図3および 4に示す． 
(3) 資産データの作成 
 被害額の算定は，海岸事業の費用便益分析指針 (改訂版) 

10) に準じて行う．各湾の一般資産データを，高潮浸水の可

能性のある湾奥部の数 10 km×数 10 kmの範囲で作成する．

一般資産額には，家屋資産額，家庭用品資産額，事業所償

却資産額，事業所在庫資産額，農漁家償却資産額，農漁家

在庫資産額，農作物資産額の7種類が存在する．国勢調査，

経済センサス，治水経済調査マニュアルの各種資産評価単

価，国土数値情報土地利用，および農林水産省の作物統計

を用いて，各湾の一般資産額データを作成する．東京湾の

一般資産額分布を図 5に示す．なお，使用する資産データ

は 3次メッシュ (1 kmメッシュ) であるのに対し，浸水解

析は 25 m メッシュで行うため，求めた資産データの 1 メ

ッシュ (1 km × 1 km) を 1600等分することで，25 m × 25 m
のデータに変換して使用する． 
(4) 被害率算定方法 
 農作物資産を除く被害率の算定は，治水経済調査マニュ

アル(案) 11) とイギリスの海岸整備効果測定マニュアルで定

められた，高潮浸水深に応じた各資産被害率から算定する．

なお，農作物資産額の被害率は，海水冠水の場合は浸水深

によらず被害率を 1として定められている． 
(5) 被害額算定方法 
 各対象地点の氾濫原の浸水範囲，浸水深，資産データ，

および被害率を使用して被害額を算定する．海岸事業の費

用便益分析指針 (改訂版) 10) によると，被害額には，一般資

産被害額，農地資産被害額，公共土木施設・公益事業等被

害額の 3種類がある．これらの被害額の算定方法は以下の

(a)～(c)のとおりである． 
 (a) 一般資産被害額 
 前述の(3)と(4)でそれぞれ求めた一般資産額と被害率を

乗じることで算定する． 

 (b) 農地資産被害額 
 農地が海水冠水することにより農作物が減収する被害額

を，農地資産被害額とする．被災年に加え，将来 5年にわ

たる農作物被害額を農地資産被害額として算定する．つま

り，農作物被害額に減収率合計である 3を乗じたものが農

地資産被害額である． 
 (c) 公共土木施設・公益事業等被害額 
 公共土木施設 (橋，道路，公園等)，公益事業等 (電気，

ガス，水道等) の被害額は，一般資産被害額との過去 26年 
(1976～2001) の平均比率を用いて算定すると定められて

いる．ここで，一般資産被害額を 1とした場合，公共土木

施設被害額の比率は 1.8，公益事業等被害額の比率は 0.03
である．しかし，この比率は全国平均のものであり，人口

や資産が集中している都市部において，この比率を用いて

被害額を算定すると過大評価になる可能性が，海岸事業の

費用便益分析指針 (改訂版) 10) のなかで示唆されている．そ

こで本研究では，国土交通省が公開している 2007～2016
年の都道府県別水害被害額 12) を参考に，各都道府県の一般

資産被害額と公共土木施設・公益事業等被害額の比率を算

定した．水害原因のうち，土石流や地すべり等の地盤災害

は除いた．過去 10年分の一般資産被害額の合計値と，公共

土木施設・公益事業等被害額の合計値の比率を算定した結

果，東京都，愛知県，大阪府では公共土木施設が約 0.1，公

益事業等が約 0.01 ~ 0.03 となった．広島県では 2.2，0.02
となった．以下の分析では，これらの算定値を用いる． 
(6) 間接被害 
 「海岸事業の費用便益分析指針（改訂版）10)」では，災

害後の時間経過に伴う間接被害については深く考慮されて

いない．しかし，火災保険では一部の間接被害も補償され

るため，間接被害も考慮することが望ましい．治水経済調

査マニュアル(案) 11) では，間接被害として 15種類が取り上

げられており，そのうち現時点で経済評価が可能な被害項

目として，営業停止損失，家庭・事業所における応急対策

費用が挙げられている．間接被害額は一般資産被害額と同

様に，各種評価指標と浸水深に応じた停止・停滞日数と単

価を用いて算定した．詳細は省略するが，東京湾の場合，

高潮偏差が約 5.4mの時，直接被害が約 15兆円，間接被害

が約 3800億円であり，他の地域でも同様の傾向であった．

現時点では，ライフライン切断による波及被害などの大規

模な間接被害の算定方法は確立されておらず考慮できてい

 
 

図 2 高潮解析結果の一例 図 3 東京湾の標高 

  
図 4 浸水解析結果の一例 図 5 一般資産額分布 
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ないため，間接被害が大きくならなかったと考えられる． 
(6) ロス関数の作成 
 以上の手法を用いて算定した被害額と，高潮偏差の関係

をプロットし，回帰分析を行い各地点のロス関数を作成し

た．作成したロス関数を図 6に示す．その結果，広島湾の

高潮リスクが大きいことがわかった．広島湾は氾濫原に資

産が集中しているためと考えられる． 
 
4. 確率台風モデルによる台風経路と高潮解析 
(1) 台風経路の確認と台風の抽出 
 1000年分の人工台風データをリスク評価に使用する．確

率台風モデル 4) は，過去の観測資料からモンテカルロ法を

用いて台風資料を作成するモデルである．なお，人工台風

データは現在気候のものである．対象地点ごとに，過去に

高潮を引き起こした実測台風経路を参考に台風抽出範囲を

決定し，その範囲を通過する人工台風を本研究で使用する．

台風抽出範囲と抽出した人工台風数を図 7に示す．抽出範

囲を通過した人工台風をすべてカウントしているため，中

心気圧が環境場と近い規模の弱い台風も含んでいる．国立

情報学研究所 13) には，1951～2017年の 67年間の実績台風

データがアーカイブされており，同様の抽出範囲を設定し

て実績台風数をカウントし，観測年数で除した年平均台風

数を算定した．その結果，すべての湾において，人工台風

の年平均台風数が 0.1~0.2 (個/year) 程度多いことがわかっ

た．また，各湾に最接近時の実績台風と人工台風の中心気

圧を調べた結果，実績台風の方がいずれの湾でも中心気圧

960～980 hPaの出現頻度が高いことがわかった．反対に，

人工台風には実績台風には観測されていない中心気圧約

930 hPa以下の強い台風が含まれていることがわかった．そ

のため本研究では，より現在気候に近い条件としてこれら

の実績規模以上の人工台風を除外したケース 1と，将来，

気候変動により台風規模が強大化することを考慮して，実

績規模以上の人工台風も含んだケース 2での検討を行った． 
(2) 高潮解析 
 本研究では数多くの台風データを使用する．すべての台

風の高潮解析を SuWAT を用いて行うことが望ましいが，

計算コストが高く現実的ではない．そこで，気象庁の経験

式と併用することにした．東京湾と大阪湾，三河湾の一部

の台風については気象庁の経験式を用いて高潮推算を行う． 

)cos()1010( 0
2 θθ −+−= bUPah m  (1) 

ここで，h は最大高潮偏差 (cm)，Pm は現地の最低気圧 
(hPa)，U は最大風速 (m/s)，θ0 は最大風速の風向，θ は主

方向であり，a, b は過去の資料から求められる各湾の係数

である．その他の台風の高潮偏差には，安田ら 5),6) および

荒木ら 7) のSuWAT の解析結果を使用する． 
 
5. 年集積リスク評価と考察 
 ロス関数と経験式，SuWAT による高潮解析結果から，

すべての台風の各地点での被害額を算定した．被災地点を

問わず被害額を 1 年単位で合計し，1 年間の被害額を算定

した．これを 1000年分行った．年間被害額の大きい順に，

昇順に年超過確率を与えた．最終的なリスク評価には，年

間被害額と年超過確率の関係を表したリスクカーブを使用

する．作成したリスクカーブを図 8に示す．リスクカーブ

から，ケース 1 の再現期間 100 年，200 年，500 年，1000
年の年間被害額を算定すると，順に約 1800 億円，3100 億

円，7800 億円，2.5 兆円となった．ケース 2 は同様に，約

3650億円，9600億円，3.9兆円，15兆円となった．規模の

大きい台風を含んでいる分，ケース 2の年間被害額は大き

くなった．また，リスクは損失の大きさと損失の発生確率

で表されることから，年期待被害額はΣ (年間被害額×年超

過確率) で表され，リスクカーブの下側の面積が年期待被

害額となる．再現期間 100年まで，200年まで，500年まで，

1000 年までの範囲で作成したリスクカーブの面積を求め，

年期待被害額を算定した．図 8の場合，1000年までの範囲

で年期待被害額を算定している．図示は省略するが，個別

の湾のリスクカーブも作成し，各湾の年期待被害額も算定

した．年期待被害額の算定結果を表 1 に示す．表 1 より，

広島の年期待被害額が大きいことがわかる．これは，図 6
のロス関数から明らかなように，広島は他の地域よりも高

潮のリスクが高いためと考えられる．算定した年期待被害

額を実績の高潮被害額と比較した．2007～2016年の都道府

県別水害被害額 12) によると，東京都と大阪府では過去 10
年間で高潮による被害額は発生していないため，比較する

ことができなかった．愛知県では 6.8億円と 2.7億円の計 2
年被害が発生している．広島県では 1.5 億円が 3 年，700
万円と 100万円の計 5年被害が発生している．愛知県と広

島県の実例よりも，本研究で得られた年期待被害額は大き

い値となった．実例被害は一般資産被害額と公益事業等被

害額の合計値であり，本研究で扱っている農地資産被害額，

公共土木施設被害額，間接被害額については公開さてれお

らず含んでいないため，実際の被害よりは低い値となって

いる．また，過去の実測は 10年間と短く十分ではなく，実

測との比較は最低限の検証であり，年期待被害額としては

 
図 6 各地点のロス関数 

 
図 7 台風抽出範囲と 1000年分の人工台風数 
(n：1000年分の人工台風数，●は各湾の港) 
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表 1程度の値が見積もられると考えられる．本研究で作成

したリスクカーブを用いることで，保険会社が任意の確率

年を想定したときの年期待被害額を見積もることができる

といえる． 
 
6. 結論 
 本研究では，1000年分の人工台風を用いて，日本の主要

湾を対象に高潮災害の年集積リスクの評価を行った．以下

に本研究で得られた主要な結論を示す． 
(1) 各地点で高潮浸水解析を行い，高潮偏差と被害額の関

係を表したロス関数を作成した．その結果，広島の高潮

リスクが大きいことがわかった． 
(2) 間接被害も考慮したリスク評価を行った結果，間接被

害額（営業停止損失と応急対策費用）は低く，高潮災害

の場合，直接被害の影響が大きいことがわかった． 
(3) 人工台風と実積台風の発生頻度を比較した結果，人工

台風の発生頻度が多いことがわかった．また，人工台風

では，実績台風にはないような規模の大きな台風も出現

していることがわかった． 
(4) 実績台風を含む場合と含まない場合の年間被害額と年

超過確率の関係を表したリスクカーブを作成し，リスク

カーブから年期待被害額を算定した．各湾でも算定した

結果，広島湾の年期待被害額が大きいことがわかった． 
(5) リスクカーブから，再現期間別の年期待被害額を算定

した．リスクカーブを用いることで保険会社が任意の確

率年を想定したときの年期待被害額を見積もることが

できるといえる． 
 
 本研究では，確率台風モデルによって作成された人工台

風を用いて，高潮の年集積リスクの評価を行った．その結

果，今まであまり検討されてこなかった高潮の年間リスク

について検討することができた．本研究では一部の間接被

害しか考慮できなかったため，ライフライン切断や交通途

絶などの大規模な間接被害を考慮することができなかった．

今後はこのような間接被害の算定手法を確立し，それらを

考慮してリスク評価を行う必要があるといえる． 
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表 1 各湾の再現期間別年期待被害額 (単位：億円) 
ケース 1 東京 大阪 伊勢 三河 広島 全湾 
100年 6 13 14 40 60 222 
200年 8 13 14 42 63 231 
500年 8 18 15 44 75 246 
1000年 8 43 15 51 79 272 
ケース 2 東京 大阪 伊勢 三河 広島 全湾 
100年 9 13 16 49 75 282 
200年 10 14 17 55 98 322 
500年 11 62 21 63 139 422 
1000年 11 91 21 65 332 584 
 

 

 
図 8 リスクカーブ（上：ケース 1，下：ケース 2） 


