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防災経済コンソーシアム
― 事業者の災害リスクマネジメント力向上のために ―

内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（総括担当）付企画官　 門　脇　裕　樹

１.はじめに

平成 28 年に発生した熊本地震、台風
第 10号災害、平成 29年の九州北部豪雨、
平成 30 年１～２月の大雪、６月の大阪
府北部を震源とする地震、７月の西日本
を中心とした豪雨、９月の台風第 21号、
北海道胆振東部地震など、近年、大規模
な地震災害や激甚な豪雨災害等が発生し
ている。
また、今後も首都直下地震、南海トラ

フ地震といった巨大地震の発生や地球温
暖化に伴う風水害の激甚化が懸念されて
いる。
このような状況に対応するためには、

わが国の総合的な防災力の向上が必要で
あり、自助・共助・公助の連携が不可欠
である。
企業防災においては、耐震補強等のリ

スクコントロールに加え、保険等のリス
クファイナンスを適切に組み合わせた効
果的な防災対策（リスクマネジメント）
を推進することが今後一層重要となって
いる。
このような観点から、事業者における

自助・共助の取組を進めるため、経済団
体、保険業界、金融業界、税理士等の幅
広い業界団体を構成員とする「防災経済
コンソーシアム」が平成 30年３月 23日
に設立され、関係者が連携・調整して取
組を進めているところである。
本稿では、災害リスクファイナンスに

ついて、わが国の現状、内閣府でのこれ
までの検討経緯、今後の取組方向につい
て説明する。

２.これまでの検討経緯

(１)防災4.0について
内閣府では、地球温暖化に伴う気候変

動により、今後激甚化が予想される災害
に対して、国民にとり真に必要かつ効果
的な防災対策を検討するため、河野太郎
元内閣府特命担当大臣（防災）の下、平

成 27年 12 月から「防災 4.0」未来構想
プロジェクトにおいて検討を行った。
「防災 1.0」～「防災 4.0」とは、戦後
に発生した大きな災害の教訓を踏まえた
防災対策の歩みを表したもので、その内
容は次のとおりである。
「防災 1.0」：多数の人的・物的被害が
発生した伊勢湾台風（昭和 34 年）が契
機となり、戦後の防災対策の転換点とな
る「災害対策基本法」が制定され、防災
に関する統一的な制度・体制が整備され
た。
「防災 2.0」：平成７年１月 17 日に発
生した阪神・淡路大震災では、直下型地
震による住宅の倒壊等により多数の被害
が発生し、多数の被災者の生活再建が進
まない等の問題が生じた教訓から、「建
築物の耐震改修の促進に関する法律」や
住宅被害を受けた被災者への支援を行う
「被災者生活再建支援法」が制定された。
また、阪神・淡路大震災では、政府の初
動対応に遅れがあったことを踏まえ、官
邸における緊急参集チームの設置など政
府の危機管理体制が整備された。
「防災 3.0」：平成 23年３月 11日に発
生した東日本大震災では、わが国の観測
史上最大の地震およびそれによる大津波
が発生し、甚大かつ広域的な被害が発生
するとともに、東京電力の福島第一原子
力発電所事故による複合災害も発生する
大規模災害となった教訓から、大規模地
震の被害想定・対策の見直し、「減災」
の考え方の導入等とともに、原子力規制
委員会発足など原子力政策の見直しが行
われた。
「防災 4.0」：今後激甚化が予想される
災害に対応するため、多様な主体が参画
するネットワークと自立的システムの構
築により、国民、企業等が災害リスクに
主体的に向き合い、国民のライフスタイ
ルの変革や企業の事業継続、経済活動の
確保のための取組等を促し、社会全体の
意識改革と対策を展開する新たな防災の

フェーズとするもの。
平成28年６月に公表された「防災4.0」

未来構想プロジェクトの提言では、この
ような考え方に基づき、各主体・各分野
における取組の方向性が示され、そのう
ち企業における備えとして、「自然災害
リスクの認識」、「BCP/BCM の推進による
事業継続性の確保」等とともに、「保険
や代替的なリスクファイナンス等多様な
金融的手法の活用検討」が提言された。

(２)激甚化する大規模自然災害に係
るリスクファイナンス検討会

想定を超える災害が発生した東日本大
震災の教訓から、災害は完全に防ぐこと
は不可能であり、災害時の被害を最小化
し、被害の迅速な回復を図る「減災」の
考え方が基本理念として位置づけられた。
また、首都直下地震、南海トラフ地震

等の巨大地震の発生や気候変動に伴う風
水害の激甚化も予想されている中で、こ
のような自然災害が事業者の経営に与え
る影響は深刻であり、事業者が災害リス
クへの備えを行うことにより、事業の継
続性を確保することは速やかな地域経済
の回復にとって重要であり、地域におけ
る災害からの早期の復旧・復興にも寄与
するものである。
一方、これまでの企業の防災対策につ

いては、耐震補強や BCP の策定などリス
クコントロールの取組は従来より進めら
れているところであるが、保険を中心と
したリスクファイナンスの取組について
は更なる普及の余地があるものと考えら
れる（図－１）。
このため、内閣府では、リスクファイ

ナンスの適切な普及がなされることによ
り、従来より行われているリスクコント
ロールの取組と相まって、事業者の災害
リスクへの備えの向上を図るため、平成
28 年９月から「激甚化する大規模自然
災害に係るリスクファイナンス検討会」
を開催し、災害リスクファイナンスを取
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り巻く現状と課題について整理するとと
もに、取組の方向性を検討した。
①災害リスクファイナンスの状況
災害リスクファイナンスについて、世

界各国と比較すると、日本は先進国の中
でも GDP に対する財物保険料の割合が少
ない状況となっている（図－２）。
また、世界で発生した巨大災害につい

て、経済的な損害額とそれに対して支払
われた保険金の額を比較すると、地震と
風水害は保険の補償内容も異なるため、
一概に比較はできないが、日本の災害（東
日本大震災・阪神淡路大震災・新潟県中
越地震）は、経済損害額に対する支払保
険金の割合が、他国の災害よりも必ずし
も高くない状況となっている（図－３）。
このようなことから、わが国は、自然

災害のリスクが高い国でありながら、他
国と比較して災害リスクファイナンスの
普及の余地があるものと考えられる。
東日本大震災では、多数の企業が倒産

し、５年間の倒産件数は 1,898 件に上っ
ている。倒産の理由は、地震や津波によ
る直接被害に起因するもの（180 件）に
比べ、被災地外にも及ぶ間接損害による
もの（1,718 件）が多かった。
このような現状を踏まえ、わが国にお

いても、災害リスクファイナンスを普及
することにより、災害により経済的な被
害を受けても、事業の継続性が確保され、
地域経済を速やかに回復させる災害に強
い社会づくりが重要となっている。
②災害リスクファイナンスに関するア
ンケート調査

リスクファイナンス検討会では、事業
者・地域金融機関に対して災害リスク
ファイナンスに関するアンケート調査を
実施した。
事業者へのアンケート調査の結果、自

然災害の保険については、火災保険に付
帯して契約する地震補償は利用されにく
い傾向があることが確認された。
また、災害リスクファイナンスを手配

しない理由については、「効果に対して
費用が高額であるため」、「手許資金で賄
えると考えているため」、「リスクファイ
ナンスに関し比較検討できる情報がない
ため」との回答が上位を占めるとともに、
物的損害に対するリスクファイナンスに
比べ、利益損害に対するリスクファイナ
ンスを手配していない理由が「わからな
い」とする回答が多い結果となった。
一方、地域金融機関へのアンケート調

査の結果では、取引先企業に対応を促し

ている自然災害に対する災害リスクマネ
ジメント手法について聞いたところでは、
「耐震補強の推進」などリスクコントロー
ルの取組を促しているとする回答が多く
を占めている。また、リスクマネジメン
ト手法に対する取引先企業の活用ニーズ
についてどのように感じているのかを聞
いたところでは、リスクコントロール、
リスクファイナンスの取組ともに「活用
ニーズは高まりつつある」との回答がみ

られるものの、取引先企業の活用ニーズ
が「わからない」とする回答が半数前後
も占める結果となった。
このようなアンケート調査の結果から、

事業者サイドにおいては、災害リスク、
特に利益損害に対する災害リスクを十分
には把握できておらず、リスクファイナ
ンスの必要性を感じつつも、情報不足に
より何から取り組めばよいのか分からな
い状況にあると考えられる。

図－２　先進国における財物保険料の対GDP割合

図－３　世界十大自然災害（被害額順）：1980-2014年

出典：Swiss Re社『Sigma』No.５（2015）より内閣府作成

出典:Munich RE社『NatCatSERVICE』“Geo Risk Research 2015”より内閣府作成

図－１　リスクマネジメントの仕組み
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また、地域金融機関サイドにおいては、
事業者のニーズに応じたリスクファイナ
ンスの情報提供や保険商品等の提案など
事業者にリスクファイナンスを促す体制
が十分とはいえない状況にあると考えら
れる。
③リスクファイナンス検討会で取りま
とめられた取組の方向性

このような災害リスクファイナンスを
取り巻く現状と課題を踏まえ、平成 29
年３月にリスクファイナンス検討会で取
りまとめられた取組の方向性では、すぐ
にでも取り組むべき具体的事項として、
「自然災害が事業等に与える影響等に関
する研究」等が示された。
また、継続的な取組を推進する枠組み

づくりとして、６.で後述するとおり、「多
様な主体の行動の指針となる原則を作成
し、公的機関は原則に賛同する多様な主
体が活動する枠組みづくりを支援すべ
き。」が示された。

３.リスクファイナンスの仕
組み

(１)自然災害リスクの移転過程
事業者の保有する自然災害リスクは、

保険を通じてリスクの移転がなされるが、
巨大な自然災害リスクについては、元受
保険会社１社の資力ではカバーできない
場合も想定されることから、従来から行
われている再保険市場へのリスク移転と
ともに、より大きなリスク引受キャパシ
ティをもつ金融・資本市場を活用した株
式や債券等を通じたリスク移転が行われ
ることとなる（図－４）。
しかしながら、わが国では、金融・資

本市場からの参入は限定的であり、価格
変動リスクが大きいこと、超低頻度・超
巨大災害リスクの引受手が少ない等の課
題がある。
一方で、世界的にみれば、自然災害リ

スクの引受規模は再保険市場、金融・資
本市場ともに拡大傾向で推移しており、

このような状況の中で、わが国の自然災
害リスクの移転が適切に行われるために
は、①低頻度で発生する大規模災害のリ
スク評価が適切に行われ、これが事業者
に理解されること、②自然災害のリスク
評価に基づき事業者が自らの事業特性に
応じて、耐震補強等のリスクコントロー
ルに加えて、保険等のリスクファイナン
スの取組を適切に講じること、③保険市
場の拡大に応じて事業者ニーズにきめ細
かく対応した保険商品等の開発・提案を
進めること、④これらの取組により保険
市場の一層の拡大を図ること、⑤金融・
資本市場や海外へのリスク移転および海
外からのリスク引受を適切に行うこと、
により長期的に安定したリスク移転を図
ることが重要である。

(２)金融・資本市場へのリスク移転
金融・資本市場へのリスク移転につい

ては、明確な定義はないが、自然災害リ
スクを証券化し、リスクを金融・資本市
場に移転する「CAT ボンド」、予め定めた
融資限度枠や金利条件に基づき、自然災
害が発生した場合に資金の機動的な借入
れを可能にする「コンティンジェント・
デット」、自然災害が発生した場合に予
め定めた価格で株式等を発行・売却する
ことにより資金の調達を可能にする「コ
ンティンジェント・エクイティ」等のリ
スク移転方法がある。

４. 各主体におけるリスク
ファイナンスの課題と望
ましい姿

(１)リスクファイナンスの課題
自然災害のリスクファイナンスについ

てのこれまでの議論や有識者個別の指
摘・意見等を列記すると次のとおりであ
る。
①事業者における課題

・巨大災害リスクは低頻度で発生するこ
とから自らのこととして考えることが
難しく、自然災害リスクを正しく認識
できていないことでリスクファイナン
スの必要性について認識していない。

・自然災害リスクを過小評価しているた
め、保険料率の水準にギャップを感じ
てしまう。

・自然災害リスクを軽減する対策は様々
あるが、リスクの定量評価が難しいた
めに、対策の比較検討ができず、投資
効率といった視点から最も効果的な対
策を選択することができないでいる。

図－４　事業者の自然災害リスクの移転過程

図－５　自然災害発生時の必要資金の機動的な調達の事例



（寄稿文）18

・リスクファイナンスへの投資が、企業
価値の上昇につながっておらず、コス
トと考えられている。
②事業者と保険会社の間の課題

・事業規模や事業特性等の事業者ニーズ
が多様化しており、ニーズに応じた保
険商品の選択が事業者単独では難し
い。

・被災した保険の対象について、損害の
調査が必要であり、保険金支払いまで
に一定の時間を要する場合がある。

・保険商品によっては、商品の内容が複
雑である。

・保険商品の購入に際して、事業者をサ
ポートする保険代理店や保険仲立人の
活用が未だ十分には成されていない。
③保険業界における課題

・現状では通常の予測を超える、巨大災
害リスクは発生頻度が高くないことか
ら、保険商品としてのリスク算定が難
しい。

・巨大災害リスクの移転について、再保
険市場での引受のみでは再保険料が変
動した場合に影響度が大きい。

・保険商品の事業化には、原価等を正確
に予測するために大量のデータを集め
る必要があるが、地震・台風等の大規
模災害事例は、多種多様で予測しがた
い要素も多い。

④保険会社と引受市場との間の課題
・専門知識を持つ市場参加者が限られて
おり、「情報の非対称性」が存在す
る。
⑤引受市場の課題

・巨大災害リスクのリスク分散が十分に
できるよう、再保険市場を含めた金
融・資本市場の充実が必要となってい
る。

(２)リスクファイナンスの望ましい姿
リスクファイナンスの課題を踏まえ、

各主体における望ましい姿を列記すると
次のとおりである。
①事業者について

・リスクコントロールおよびリスクファ
イナンスを適切に組み合わせたリスク
マネジメントを実践していることで、
従業員・顧客の安全が確保されるとと
もに、早期の事業再開が可能となり、
そのような事業者が増えることにより
速やかに地域経済が再生し、被災地の
復旧・復興が進展する。

・リスクマネジメントの取組が、災害に
対して備えができている企業であると
評価されることに加え、災害時には地
域社会の一員として期待される地域住
民の安全確保や復旧活動に取り組める
備えもできていることでCSR活動とし
ても評価され、企業価値が上がる。

・リスクマネジメントを実践する事業者
との取引関係が増えることにより、災
害に強いサプライチェーンが構築され
る。
②保険業界について

・多数の保険契約者が存在することで保
険市場が拡大し、事業者ニーズを踏ま
え事業規模や事業特性等に応じた保険
商品が開発・提供される。

・保険金の支払いが迅速に行われ、被災
事業者の緊急時の資金調達に適切に対
応する。

・保険契約者や市場参加者との間の情報
の透明性が確保されることにより「情
報の非対称性」により懸念されるモラ
ルハザードや逆選択等が排除される。
③引受市場について

・わが国の自然災害の保険市場が拡大す
るとともに、金融・資本市場や海外へ
のリスク移転および海外からのリスク
の引受が適切に行われ、再保険市場の
変動や混乱に影響されない長期的に安
定した市場構造が形成される。

図－６　「国土強靭化貢献団体」認証制度
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図－７　防災経済コンソーシアムの体制（概要）

５.災害リスクファイナンス
における新たな取組につ
いて

経済団体、保険業界、金融業界等では、
取引先企業や傘下組織に対し、地震・水
害等のリスク、被害想定等の情報を提供
し、自然災害への備えの必要性について
啓発活動が行われているとともに、次の
ような新たな取組も行われている。
①日本商工会議所では、中小企業の
BCP（事業継続計画）策定や損害保
険加入促進等のビジネスリスクへの
対応支援を実施しているほか、沼津
商工会議所では、商工中央金庫（沼
津支店）、信用保証協会（沼津支
店）と連携し、覚書の締結により、
BCP策定企業に対し、災害時におい
ても円滑な資金調達が可能となるよ
う、融資と信用保証を即座に行う業
務協力を行う仕組みを導入している
（図－５）。

②内閣官房国土強靭化推進室では、国
土強靭化に資する民間の取組を促進
するため、「国土強靭化貢献団体」
認証制度（図－６）を設け、自己の
BCP策定や災害時の社会貢献に積極
的に取り組んでいる企業等を第三者

により認証することにより、外から
見えにくいBCP等の取組が市場で評
価されやすい環境を整備している。
本制度を活用し、一部の金融機関等
（日本政策金融公庫、㈱紀陽銀行、
㈱第三銀行、静岡県信用保証協会
等）では、認証された企業等に有利
な条件で融資等が受けられる仕組み
を導入している。

６.防災経済コンソーシアム

前述のリスクファイナンス検討会で示
された継続的な取組として、事業者にお
ける自助・共助の取組を進める観点から、
約１年間の準備期間を経て、幅広い業界
団体を構成員とする「防災経済コンソー
シアム」が平成 30年３月 23日に設立さ
れた（図－７）。
この取組は、経済団体、保険業界、金

融業界、税理士等の業界団体が、事業者
の災害リスクファイナンスの取組につい
て、共通の理念である「防災経済行動原
則」の下に、面的・継続的に働きかける
ことを目指すものである。
内閣府では、防災経済コンソーシアム

と連携し、各々の事業者が自らの災害リ
スクに応じてリスクコントロールとリス
クファイナンスの組み合わせによる効果

的な防災対策（リスクマネジメント）を
実施することにより社会全体の防災力が
向上するよう、各団体が行っている様々
な取組等の事業者への情報提供や各団体
の特性に応じた創意工夫、各団体の連携
による災害リスクファイナンスの課題へ
の対応等に取り組み、事業者の災害リス
クマネジメント力向上のための普及・啓
発を今後一層推進することとしている。




