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大規模自然災害による企業設備や生産基盤インフラの損壊は、被災地域のみならず間接的に他地域の

経済活動にも多大な影響を及ぽす。このため、経済被害の軽減を目的とした「減災」目標の設定、生産基

盤インフラの耐震化戦略策定には、精度の高い直接被害と間接被害の把握が必要となる。ただし、高精

度な経済被害推計を行うためには、公表データよりも詳細な地域区分で経済データが必要となる。このた

め本研究では、小地域経済統計（メッシュデータ）と地域区分を細分化した地域間産業連関表を推計し、独

自の経済被害推計システムを構築した。このモデル開発により生産設備の損壊や電力供給支障による

経済被害を街区・地区単位で定量化でき、今後の『減災」対策に関する数値目標の策定や被災後のイン

フラ復旧順序決定等に活用できる。
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1．はじめに

近年、大規模地震、相次ぐ大型台風の上陸な

ど全国各地で甚大な自然災害が頻発している。

これら自然災害に伴う人的被害、生産設備の損

壊、交通寸断は、地域経済に多大な影響を与え

ている。また、1990年代以降、日本経済のグロ

ーバル化、生産活動の地域間分業が大きく進展

し、地域間・国際問の経済取引が以前にも増し

て活発化しているため、各地域の経済構造は、

他地域の経済動向に大きく左右される。したが

って、自然災害による経済被害は、被災地域外

にも間接的に大きく拡大するとみられる。

実際、2004年10月に発生した新潟県中越地震

でも、長期にわたり新幹線や高速道路が寸断し

た結果、経済活動に多大な影響がみられた。ま

た、半導体製造工場（新潟三洋電子）や自動車部

品工場（目本精機）が地震発生直後から操業停止

になり出荷が滞ったため、部品供給を受けてい

た被災地域外事業所の生産活動も大きな影響

を受けた。

また、2005年2，月に発表された国の中央防災

会議専門調査会の報告によると、首都直下型の

大地震が起きた場合、最悪のシナリオのもとで

は、経済被害額は阪神・淡路大震災の約10倍の

112兆円にのぼるとみている。このうち、交通
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寸断や経済活動が滞ることによる間接被害は、

総被害額の約半分の55兆円に達すると推計さ

れている。したがって、このような巨額な経済

被害の軽減を数値目標化した「減災対策」を早

急に策定することが迫られており、経済被害推

計の精緻化が必要となっている。

　このような地域間波及を考慮した経済被害

分析には、詳細な産業間取引が把握できる経済

産業省全国9地域間産業連関表（地域間10表）の

適用が考えられる。しかし、この地域間10表の

地域区分は、一般的な災害被災範囲に比べ広範

囲で、災害分析にそのまま適用することは困難

である。

　その一方で、より被災範囲に近い地域区分で

公表されている県内産業連関表は、これまで数

多くの大規模地震の被害推計等に用いられた

先行事例がある。しかし、地盤、断層の状況

により、同じ都市内でも被害状況は局所的に大

きく異なり、直接被害を正確に把握するために

は、さらに詳細な地域区分で経済活動を捉える

必要がある。

　そこで、電力中央研究所では、細分化した地

域間IO表と小地醐ll産出額（街区・地区単位の

経済メッシュデータ）を推計し、災害による経

済被害推計モデルの開発に取り組んでいる。こ

の経済メッシュデータとは、市区町村よりもさ

らに詳細な地域区分（都市部は、500m四方の4

次メッシュ、その他地区は1㎞四方の3次メッ

シュ）で推計した経済活動別の産出データであ

る。

　この経済メッシュデータを用いた被害推計

を行うことで、災害による直接被害の空間把握

が容易になり、経済全体への経済影響を小地域

単位（街区・地区単位）で評価可能になり、重点

的な災害対策が必要な地区の特定化ができる

被害推計システムが開発できる。

2．モデル

2．1経済メツシユデータ

　自然災害による被災範囲は、同一地域内でも

局所的に大きく異なり、精度の高い直接被害推

計を行うためには、産業活動別の立地状況を把

握する必要がある。これまで公表されてきた小

地域統計（メッシュデータ）には、国勢調査と事

業所統計の推計結果があるが、これら公表統計

で得られる情報は、産業別の就業者のみで生産

活動に関する情報は皆無である（表1）。

　　表1：空間スケール別社会経済データ

データ
空聞スケール

メッ繋ユ　市町魏　都道府県

男女年齢別人ロ O　　　◎　　　◎
産業別就業者数 0　　　1　　　0

うち製造業 O　　　◎　　　◎
産業別生産額（名目） 一　　　1　　　◎

うち製造業 一　　　◎　　　◎

地域内産業連関表 一　　　〇12　　02
◎：各年，O：5年，1：一部自治体のみ，2＝一部地域間10あり，一：なし

そこで、本研究では、Kanemotoε∫α乙（1996）と

同様、国民経済計算デフレータで実質化した県

別産業別産出額を小地域別就業者数で按分し、

メッシュ別に産期ll産出額を推計する。この推

計手法を1995年兵庫県産出額に適用した事例

を以下で示す。まず、1995年国勢調査就業者数

の小地域統計を1996年事業所統計の産業別構

成比で按分し、地域間10分析と整合的な33部門

でメッシュ別就業者数を推計した（表2）。この

33部門別就業者数で1995年兵庫県産業連関表

の産出額を比例配分し、7257メッシュ別の部門

別産出額を推計した。

　このように推計したメッシュ別産出額のう

ち、産出規模が約1．9兆円で、ほぼ同水準の鉄

鋼製造業と対事業所サービス業の推計結果を

みると、両産業の生産活動の分布状況は大きく

異なることが明らかとなった（図1，図2）。鉄鋼製

造業はメッシュあたり産出額150億円超と比較

的規模の大きい事業所が沿海部に立地してい

るのに対し、対事業所サービスは、神戸市中央
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区の中心業務地区（CBD）で高い集積がみられ

るものの、メッシュあたり産出額が50億円以下

の小規模事業所が市街化区域全体に分布して

いる。また、これら大規模工場やオフィスビル

は都市計画上の用途地域規制を受けるため、都

市内の人口分布状況とも大きく異なる（図3）。し

たがって、被災範囲にわずかな差が生じただけ

で、経済全体に与える影響は大きく異なったも

のになる。

　　　　　　表2：部門分類

国　曽

《13部門）
　　所　誹
（涯54部閂よ9集欝）

　カ　ロ地　間
産業連闘表（33部門）

…
1
次

農業
農林水産林業

漁業

第
2
数
　
　
　
　
彰

鉱業 鉱業 鉱業

製造業

食料品・たばこ・飼料 食料品・たばこ

繊維工業 繊。工業（衣服除く）

木材・木製品・家具 製材・木製品・家具

パル　・紙・紙加工品 パル　・・紙加工品
化学工業 化学
石油・石炭 石油・石炭

窯業・土石 窯業・土石

鉄 鉄鋼
非鉄金 非鉄金属
金属製品 金属製品
一般機械器具 一般機

気機械器具 気機械
輸送用機械器具 輸送用機

精機械器具 精密機械
その他の製造業

その他製造業

衣服・その他繊維製品

出版・E刷
ラスチック製品

ゴム製品
なめし皮・毛皮

武器
建設 建設業 建設業

第
3
次

電気・

ガス・熱供給・

水道

気業 電気
ガス・熱供給業 カス・熱供給

水道業
水道・廃棄物処理

サービス

廃棄物処理
教育・研究 教育・研究

医療 医療・保健’社会保障

その他公共 その他公共
対事業所 対事業所
対個人 対個人
放送

通信・放送
運輸・通信

通信
運輸 運輸

卸売・小売業

飲食店

卸売・小売 卸売・小売

飲食店 対個人
金融・保険 金融・保険 金融・保険

不動産 不動産 不動産
公務

公務・その他
公務
分類不明他

　態
　ノ、＼／

KOBE

　　拶餐
．ぐ奪

鍵

　　　　，》鞭

　　　　でゅハ
　　　醗欄・蜘鵬
　　　匪翻黎鰯調脚
　　　麟繋4㎝酵一艶㎜

　　　　（兵庫県産出額＝1．9兆円、1995年，単位100万円）

　　　　図1鉄鋼製造業産出額

　　　　　　に饗

　　　　　　＼、＼

　　　　　　　　■40000－3㈲㎝0

　（兵庫県産出額＝1．9兆円、1995年，単位100万円）

図2対事業所サービス産出額

欝聾神戸

灘
灘騰

欝

緩

鰹

麟絡

轡　一田
　　　1100騨49臼o
　　騒‘肋o一ア100
　　墜7100一堕舶o
　　－Qono・11堕00

　　　　図3人ロ分布（1995年，人）

　このように推計したメッシュ別産出額に、建

物被害、交通寸断、ライフライン供給支障など

を重ね合わせて評価することで、従来の推計手

法に比べより詳細な直接被害情報を得られる。
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この際に必要となる地区別建物被害率やライ

フラインの被災状況は、多数の研究調査団、政

府機関、報道機関が、災害直後から情報収集に

あたるため、生産や消費などの経済被害推計に

比べ、比較的早い段階で詳細な情報が入手可能

となる1。

2．2地域問産業連関表の地域区分

各都道府県より5年間隔で公表されている産

業連関表は、一部の市町村を除き、最小の地域

区分である。したがって、被災地域の経済取引

を把握する上で、欠かせない基礎的なデータで

あるが、この県別産業連関表からは、地域間の

波及分析はできない。すなわち、自地域の需要

減退が他地域の生産を減少させ、そして、他地

域の生産減少がさらに自地域の生産活動を低

下させるという負のフィードバック効果を考

慮することができない。

　このような地域間フィードバック効果を考

慮した分析には、地域間IO表が必要となるが、

一般に災害被災範囲は経済産業省推計の地域

間表の地域区分より小さく、公表データをその

まま用いて分析することはできない。そこで、

本研究では、電力中央研究所で電力供給地域に

対応した産業連関表を推計した際に（唐渡他，

2001）、計算途上で得られた県間産業連関を再

集計することで、被災県を分離した地域間表を

推計する。本分析事例では、関西地域から兵庫

県を分離した全国12地域33部門表を基礎とし

て、間接的影響を含めた被害推計を行う（表2、

図4）。

十
〆 、　　　　’

　　ん

沖冤

　－一F

九州

　　ダ

北海道

gl

図4地域間産業連関表地域区分

23地域問産業連関モデル

北関東

都圏

以下では、経済メッシュデータと地域区分を

細分化した地域間IO表を用いた経済被害推計

モデルの概要を述べる。被災前の産出額ベクト

ルcoを、チェネリー＝モーゼス型の多地域産業

連関モデルで表記すると次式に従う。

（1）X一（Φ⑭T）窟＋（Φ⑭T）F＋E

　ここで、Φは1から国外輸入係数を差し引い

た自給率行列、⑭は要素同士の掛け算を示し、

Tは国内交易係数行列、オは地域ごとの技術係数

行列、Fは最終需要ベクトル、Eは国外への輸

出ベクトルである。地域数R、部門数Sの多地域

産業連関モデルの交易係数行列は、次の定式化

に従う。

　　　　τ1・1　0　　τ1・R　　o

（2）T＝

0

R，1

τ
1

0

τき1

0

τぐ・’

0

R，R
τ
1

0

τ惹R

0

τぐ・R

1内閣府、建築学会、土木学会など。

　ここで、TRDを最終需要と中間需要の地域間

取引の合計値としたとき、

粋躍厚躍となる・
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　また、地域別最終需要項目は家計外消費（CO）、

民間最終消費支出（CP）、政府支出（Cσ）、民間設

備投資（ノP助、民間住宅投資（ZP劫、公共投資（紛、

在庫（のにより構成されており、それぞれ、産

業別需要額を求めるコンバータ（㊦）をかけあわ

せ、最終需要ベクトル（のが決定する。

（3）㊦。ニ

θ1

c，1

災害発生

Sθ
c，1

0

θl

o，2

θS

c，2

0

θ叡

磁

驚鵜騰［礎欝

住宅倒壊
（避難民）

生産設備
損壊

、
ち

、
ノ

　　．地域間産業連関モデル　》

塵覇　紗薩動

生産額減少

　FニOCO十〇CP十〇C（ヲ
　　　　リ　　　　　ご　　　　　タ（4〉

　　＋0、（P＋1G＋班）＋0，1V

災害発生後、生産設備の損壊と交通インフラ

寸断やライフライン供給支障で企業の生産能

力が低下すると、被災地域の災害以前の需要量

を満たす生産活動はできない。また、輸入代替

や他地域での増産が不可能な場合、供給能力を

上回る需要量は調整され、結果的に、被災地域

内当該産業の産出額は減少する。このような需

給調整プロセスとして、地域計量経済・産業連

関モデル（REM）2と同様の調整メカニズムを採

用した。このように被災地域の需要量が調整さ

れ、産出額が減少すると、他地域へ負の経済被

害の波及が発生する。また、大規模地震等で住

宅設備が損壊し、多数の避難民が発生すると、

被災地域で消費需要が減退するとみられる。こ

れらの関係を図示すると図5のようになる。

図5経済被害推計の流れ

図5の経済被害推計の流れは、F、T、Xsをそ

れぞれ災害後の最終需要、交通支障を考慮した

地域問交易係数、生産能力の低下を差し引いた

産出額とした場合、以下のように定式化され、

新たな産出額ベクトル（需要側）は、

（5）翅＝（Φ⑭T’）鋤＋（Φ⑭T’）F7＋E

となる。

ただし、生産設備損壊や電力供給支障、交通

インフラ寸断等により、被災地域内の生産能力

が低下すると、国内最終需要、輸出需要、中間

需要はそれぞれ次式に従い調整され、結果的に

被災後の産出額は減少する。

（6）X’＝F翅＝F（Φ⑭T’）幽

＋r（Φ⑭T’）F’＋rE

ここで、需給調整行列Fは、次の調整係数γ

（i，k）で構成された対角行列である。

7（i，ん）ニXタ（i，ん）／湿1（i，ん），ifXタく翅

7（i，ん）＝1，ifXタ≧甜

2REMは、地域産業連関モデルと計量経済モデルを統合した

経済予測モデルで、電力中央研究所では、単一地域モデル

　（Ismilevichθ！α41997等）を拡張した多地域モデルを開発して

　いる。
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3．経済被害の推計事例

3。1前提条件

．以下では、兵庫県を対象とした経済被害推計

モデルによるシミュレーション事例を紹介す

る。このシミュレーションの目的は、各メッシ

ュが潜在的に持つ経済影響を把握することに

あるため、想定地震や水害に伴う総合的な経済

被害の試算ではない。すなわち、被災後の復興

投資、援助資金、生産能力の回復過程など、正

の効果や時間軸を考慮した被害推計ではない。

したがって、経済活動の停止期問は任意の時間

に設定できるが、ここでは、便宜的に1年間と

する。なお、本推計で仮定した前提条件は以下

の通りである。

・　産出額の減少を経済被害と定義す
　　る。

・　直接被害は、災害により生産活動が

　　低下した生産能力で定義する。

・　間接被害は、経済全体の被害額から

　　生産能力の低下分を差し引いたも
　　のである。

・　地域内交通支障、物流阻害は考慮し

　　ない。

・　復興投資による経済効果、援助物
　　資・資金等の流入は考慮しない。

・　被災企業の挽回増産、被害地域内に

　　他企業の代替生産は考慮しない。

・　住宅被害による避難者も避難先か

　　ら通勤できるとし、被災を免れた企

　　業の生産能力は被災前と変化しな
　　い。

　このような前提条件下で次の3ケースの経済

被害の事例分析を行なった（表3）。

　　　　表3：各ケースの前提条件

　　　　　　　計地区　生産設備生産最終需要

　　　　　　　4次メッシュ

3。阪神・淡路大震災4次メッシュ　建物被害・火災率を適用

3．2メツシユ別締斉影響マツプ

地域内
交通支障

本ケースでは、7257個の各メッシュで順次、

被災したと想定し、それぞれのメッシュが持つ

経済活動とその経済影響度を推計する。この結

果、各メッシュの被災が経済全体に与える影響

を示すメッシュ別経済影響マップ（図6）が得ら

れる。なお、本ケースでは、一定期間（便宜的

に1年間）の間、各メッシュ内の生産活動、消費

活動等、全経済活動が完全に停止すると想定し

た。

　その推計例として、表4では、それぞれ高人

口密度上位3地区、総産出額上位4地区、製造業

上位4地区の経済被害額を示した。その結果、

被害額上位4位のうち、3位までが、神戸市の中

央業務地区（CBD，中央区三宮町）であり、直接

被害額と間接被害を含む総経済被害額の比は

L3倍となり、多大な間接被害が発生する。

　また、産業構成の差も間接被害の波及度合い

に大きく影響する。経済規模第3位地区（加古川

市金沢町）の産出額は、第1位メッシュ、神戸市

中央区三宮町の約7割だが、間接的な影響を含

めると、本シミュレーションの最大の4736億円

にのぼる経済被害が発生し、三宮町の被害額を

上回る。これは、加古川市には目本有数の鉄鋼

工場が操業しているためであり、長期にわたる

大規模工場の操業停止は、目本経済に多大な影

響を及ぼすことが定量的にも裏付けられた。
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　　　フ

灘鑑灘鰯1

．欝

懸『翻

～

（経済メッシュデータと地域問産業連関表の統合モデルより推計）

　　　　図6メッシュ別経済影響マップ

　　表4人口・経済規模別被害額（4次メッシュ）

擬り藤番 メ饗シュ地域名 義函 メッシ雑内産轟額（穂円燦） 経済被害（億田／年） 注

4灘麹聾轟 鱗） 全産（a）造業 兵庫県　全国（b） （b〉／（a）

5235←02←49－2 西宮市鳴尾 11，892 118　　　　0 180　　　358 3．0 人ロ規模1位

5135繍1の8聾3 神戸市須磨区鷹取 7，884 537　　　185 563　　　831 1．5 人ロ規模2位

5235鰯Q2輌62－2 神戸市東灘区摂津本山 7，861 175　　　　13 206　　　362 2．1 人ロ規模3位

5235襲0艶25－2 神戸市中央区三宮町 285 3，197　　　　48 3，420　　4，140 1．3 全産業生産額1位
5235－0撫25－4 神戸市中央区三宮町 217 2，933　　　218 3，053　　3，788 1．3 全産業生産額2位
5234－06－46－4 加古川市金沢町 0 2，307　　2，290 2，936　　4，736 2．1 全産業生産額3位

5235榊01雛25鱒 神戸市中央区三宮町 1，110 2，271　　　　92 2，325　　2，931 1．3 全産業生産額4位

5234－06鱗6－4 加古川市金沢町 0 2，307　　2，290 2，936　　4，736 2．1 製造業生産額1位
5135－7撫84－2 神戸市須磨区鷹取 86 1，630　　1，617 1，964　　2，816 1．7 製造業生産額2位
5235一董3磨04－3 尼崎市塚ロ本町 541 1，841　　1，446 2，140　　2，991 1．6 製造業生産額3位

5235一13－3欝4 伊丹市昆陽北 713 1，409　　1，253 1，742　　3，050 2．2 製造業生産額4位
兵庫県計 540．2万人37．4兆円13．5兆円

3．3電力供給支障

本ケースは、電力設備の被災に伴う、電力供

給支障を想定した場合の地域経済への影響シ

ミュレーションである。大規模災害時には、生

産設備の被害を免れたとしても、電力等のライ

フライン途絶により、長期にわたり生産活動が

影響を受ける可能性が高い。

　このような大規模災害時の停電を想定した

アンケート調査によると、9割以上の事業所は

系統電力の供給停止により、操業が不可能にな

ると回答している一方で、ガス、水道等が途絶

しても電力が使用可能であれば、約半数の事業

所は操業活動に無影響で、25％の事業所は何ら

かの操業活動は継続可能と回答している（梶谷

他，2004）。このように、電力供給は生産活動と

密接な関係にあるため、本ケースでは、停電を

想定したメッシュ内の生産活動は完全停止に
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陥ると仮定する。ただし、住居や交通インフラ

の損壊は発生しないため、企業の生産能力以外

の経済活動は平常時と不変であると仮定した。

　また、災害時の電力供給支障は4次メッシュ

よりも大きい範囲で発生するとみられ、本ケー

スの地域単位は3次メッシュ（1㎞四方）とする。

したがって、被害推計の対象メッシュ数は、前

節の4次メッシュ被害推計よりも少なく、4828

地区となる。

　このような前提のもと、各メッシュで停電が

発生した際の経済被害影響を前節の図6と比較

すると、高人口密度地区の経済被害は低く推計

され、両マップにおける被害分布は大きく異な

っている。また、前節と同様、経済影響の大き

いメッシュを列挙すると、神戸市中心部のCBD

地区や大規模な素材型製造業や加工組立型製

造業の集積している地区における電力供給支

障は地域経済に多大な影響を与えることが明

らかとなった。

34阪神・淡路大震災

本ケースでは、平成7年阪神・淡路大震災後

の街区別建物倒壊率と火災被害率（建築研究所

　　　　　神芦

ザ

　一1600－40鍾

闘・10000－400繕
■一1詑oo一一10緻麟o

　尼崎
ゑ

」

　　（経済メッシュデータと地域間産業連関表の統合モデルより推計）

図7メッシュ別経済影響マップ（3次メッシュ、電力供給支障ケース）

　　表5人ロ・経済規模別被害額（電力供給支障ケース）

　リッ鑓番

3次メッシュ

メッシュ地域名 人ロ
（人）

メッシ蕊内産出額（億円／年） 経済被害（億円／年〉
（b）／（a）

注
全産業（a）製造業 兵瞳県　全国（b）

5235－01－59　　神戸市灘区楠丘

5235－02－63　神戸市東灘区本庄町

5235－02－49　　西宮市枝川町

22，899

22，435

22，296

1，469　　　214

1，064　　　426

253　　　　11

1，545　　1，982

1，116　　1，499

293　　　365

1．3

1．4

1．4

人ロ規模1位
人ロ規模2位

人ロ規模3位

5235－01－25　　神戸市中央区三宮町

5235－01一葉4　　神戸市中央区東川崎町

5235－01－26　　神戸市中央区三宮町

5，741

9，753

2，270

9，723　　　402

3，464　　　293

3，386　　　128

10，173　　12，543

3，596　　4，523

3，529　　4，372

1．3

1．3

1．3

全産業生産額1位
全産業生産額2位
全産業生産額3位

5234－06－46　　加古川市金沢町

5135－71－84　　神戸市兵庫区和田崎町

5135－71－82　　神戸市兵庫区明治通

　　0
3，655

12，397

2，307　　2，290

2，621　　1，907

2，673　　1，693

2，936　　4，736

2，989　　4，134

2，804　　3，850

2．1

1．6

1．4

製造業生産額1位
製造業生産額2位
製造業生産額3位
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推計による）を、メッシュ別産出額と居住人口

密度に重ね合わせ、直接的な被害額と被災人口

を推計する。本ケースも地区別経済被害の把握

が主目的であるため、生産活動の停止期間は任

意に設定でき、便宜的に1年間と仮定した。ま

た、復興投資、援助物資の流入等、正の経済効

果は考慮していないため、高橋他（1997）、芦屋・

地主（2001）らに比べ、推計被害額は過大になる

とみられる。

建物被害率推計値を各メッシュ単位に再集

計した被害率（全壊および半壊住宅居住者は共

に避難者とする）を人口密度に重ね、各メッシ

ュの被災人口を推計すると、人口密度の高い神

戸市南部で多数の避難者が発生したことを再

現した。この避難人口の総計は約25万人にのぼ

り3、被災直後の経済活動は多大な影響を受け

たと推測される。

　　　　　　、、
　　　　　　＼恕　　　　　　　　　　　　　　　▽
〕

　　神戸

は比較的小さかった。この生産活動に大きな影

響を受けた地区は、神戸市中心部の商業集積地

区と西南部の工業集積地区であったことが推

計された。

　　　　　　　　■　260．481

　　　（生産施設被害率＋火災率）x産出額

生産能力の減少：1．45兆円（第1次産業1．4億円，

第2次産業7661億円，第3次産業69／4億円）

　　　　図9経済被害額

　　　　　　　　　　このように得られた推計被災人口と産業別

瓢職㌣規模　間接的に被災繍にも多大な影

　　酬測　　　　　　　響を与えていたことが明らかとなった。
　　灘濡温
　　■昌1脚・榊4

（住宅被害率＋火災率）x人口、推計避難人口＝25，0万人

　　　　図8推計避難人ロ

このような住居被害と同様、建築研究所推計

の生産構造物被害率を、メッシュ単位に再集計

し、各メッシュの産業別産出額に重ね合わせる

と、メッシュ別の直接被害が推計される（図9）。

この結果を図8の住宅被害と比較すると、神戸

市東部、芦屋、西宮の沿海部では、多数の住宅

被害により避難民が多数発生したが、産業被害

3震災時の避難者数は最大時約32万人であった。

4．おわりに

本報告では、経済メッシュデータと地域区分

を細分化した地域間産業連関表を推計し、自然

災害による経済被害推計手法を開発した。これ

により、先行研究に比べ直接被害の推計を精緻

化した、経済被害の推計が可能となった。この

ため、経済被害の軽減を目的とした「減災」対

策を評価する際に本モデルの活用が期待され

る。また、本モデルは平常時におけるライフラ

イン供給支障分析にも適用でき、生産インフラ

設備の経済的価値の推計が可能となった。

　また、兵庫県を対象とした事例分析によると、
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メッシュ別人口分布や産業別生産活動は、メッ

シュ間で大きく異なり、被災範囲にわずかな差

が生じるだけで、経済被害額は大きく変化する

ことが明らかとなった。

　さらに、本モデルは、全国を網羅する被害推

計モデルヘと容易に拡張でき、各地域で頻発す

る自然災害の経済影響を評価し、重点的な防災

対策が求められる地区の特定化に寄与できる。

今後、ライフライン途絶による生産活動への影

響、災害後の生産復旧過程、災害ハザードマッ

プ等の既存研究と連携し、自然災害による経済

被害分析を充実させていきたい。
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