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＜要	 	 約＞	

自然災害と経済活動の関係性についてはこれまで多くの研究が行われてきた。そうした研究から，途上

国においては自然災害の発生が経済成長を阻害する一方で，先進国において自然災害の発生は，短期的に

は自然災害後の政府の政策を通じて，長期的には物的資本の刷新や創造的破壊を通じて経済成長につなが

り得ることが指摘されている。そこで本稿では，日本を対象に都道府県および市町村単位のパネルデータ

を用いることで，国単位の分析では検証が困難であった災害規模を考慮した分析を取り入れ，自然災害が

経済活動に短期的および長期的にどのように影響を及ぼしているかについて推計した。その結果，日本に

おいて自然災害により中長期的に経済成長に正の影響を与える傾向がみられること，災害規模によりその

影響に違いがみられること，自然災害の発生頻度が高い地域では経済活動が抑制されていることなどが明

らかになった。 
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１. はじめに 
 

世界有数の災害大国である日本において，自然災害は経済活動にどのような影響を及ぼすのだろうか。

『平成 17年度版国土交通白書』(国土交通省)によれば，1970年から 2004年までに全世界で発生した自然

災害の総被害額のうち，日本は 15.4%を占めており，21.2%を占めるアメリカに次いで世界第 2位である。

アメリカの国土面積が日本の 26倍であることを鑑みると，日本における自然災害被害の大きさが推し量れ
                                                             
* 	 論文の執筆にあたり，慶應義塾大学商学部山本勲教授に多数の貴重なご意見・ご指導をいただいた。また，慶應
義塾大学大学院商学研究科の伊藤大貴氏，野原快太氏や，山本勲研究会に所属するメンバー，特に，酒井遼大氏か

らは有益な助言をいただいた。そして，本稿で使用するデータの収集には，国立国会図書館関西館にご協力いただ

いた。ここに記して心からの感謝の意を示したい。 



2 
 

る。本稿では，世界的にみて被害規模の大きい，日本で発生した自然災害が国内経済に対して短期的およ

び長期的にどのような影響を及ぼすのか明らかにすることを目的とする。 

経済学の研究では，自然災害と経済に関する多くの検証が行われてきているが，そのほとんどがクロス

カントリーデータを用いて自然災害と GDPとの関係性を分析したものである。これらの研究を大きく分類

すると，自然災害の短期的な影響に着目したものと長期的な影響に着目したものの 2 通りに分けられる。

短期的な自然災害の影響分析において，被害額のデータを用いて自然災害と GDP の関係性を分析した

Hochrainer(2009)は，自然災害は短期的に経済成長に対して悪影響を及ぼすことを示した。しかし，死者

数や資本の損壊を自然災害規模の指標として用いた Noy(2009)は，OECDに属するような先進国では自然

災害がむしろ GDPを短期的に上昇させており，その要因として，先進国において自然災害発生後に政府が

反循環的な財政金融政策を行ってきたことを挙げている。 

長期的な自然災害の影響分析においても，自然災害が経済成長に対して正の影響を及ぼすと主張するも

のと，及ぼさないと主張するものがある。例えば，Skidmore and Toya(2002)は気象的災害の高い発生頻

度が経済成長をもたらすことを示した。その理由として，自然災害直後に行われる，修復のためのフロー

の所得増加政策だけでなく，人的資本の蓄積や全要素生産性(以下，TFP とする)の向上を挙げている。さ

らに，Cuaresma et al.(2008)では，シュンペーターの創造的破壊と関連付けて，自然災害によっても創造

的破壊と似たメカニズムが生じることで長期的に経済成長が生じる可能性があると述べている。Cuaresma 

et al.(2008)によると，シュンペーターの創造的破壊は技術進歩によって効率性の低い古い資本が効率性の

高い新しい資本によって駆逐されて経済が成長することを強調しているが，自然災害が生じた場合にも旧

式の設備に代わって先端技術をもつ資本が導入される結果，自然災害という破壊的な出来事の後にも高い

経済成長が起き得るという。そこで，Cuaresma et al.(2008)は，Skidmore and Toya(2002)と同様に，自

然災害と経済の関係性について長期的な分析を行った結果，1 人当たりの所得が高い国では自然災害によ

って創造的破壊とみなせる現象が起きやすいことを示している。 

一方でこれらの検証結果と異なり，Noy and Nualsri(2007)は，自然災害の発生が 1人当たり GDP成長

率に負の影響を及ぼすことを指摘しているほか，Raddatz(2009)も気象的災害が GDP成長率に負の影響を

及ぼし，また，地学的災害は経済に長期的には影響を及ぼさないと指摘している。また，国単位のデータ

を使用し，短期と長期の両方の影響を分析した Sawada et al.(2011)は，短期的には経済に負の影響を，長

期的には正の影響を及ぼすことを示している。 

このように，自然災害と経済の関係性を検証した先行研究からは，自然災害が短期的に負の影響を及ぼ

すものの長期的には有意な影響がないことや，途上国では自然災害の発生が経済成長を阻害すること，先

進国における自然災害の発生は，短期的には自然災害発生後の積極的な財政金融政策を通じて，長期的に

は物的資本の刷新による技術進歩率の上昇を通じて，経済成長につながることなどが示されている。 

上記のような示唆が得られている一方で，これまでの研究には，国土の一部地域で起きている自然災害

を国単位のクロスカントリーデータで分析している点や，災害被害を測る指標や基準が国ごとに異なる点，

国際的なデータでは大規模な自然災害のみを扱っており，災害規模による影響の違いを考慮しきれていな

い点など，課題や発展の余地があるといえる。こうした課題に対応するため，本稿では日本国内を対象に，

災害規模の大きさを考慮したうえで，自然災害が地域の経済活動にどのような影響を及ぼすかについて，
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短期(自然災害発生後 1年程度)から長期(自然災害発生後 15年まで)にわたる分析を実施する。具体的には，

自然災害の規模を表す指標として被害額データを用いる。被害額は，自然災害の規模をある程度共通の基

準で測ったものであり，複数の自然災害とその後の経済成長の関係性を検証する上で適していると考えら

れる。さらに，本稿では，都道府県や市町村という面積や人口規模の比較的小さい単位を観測値として用

いる。このため，国を観測値とした分析に比べて，実際に自然災害の被害を受けた範囲をより正確に捉え

た分析が可能となり，自然災害が経済に及ぼす影響を適切に推計することができると考えられる。 

これらが先行研究にはない本稿の分析上の特徴であり，日本国内の都道府県や市町村を対象として，被

害額がその後の経済活動に及ぼす短期的・長期的な影響を分析することで，一定の学術貢献を果たすこと

を目指す。本稿では，まず，被害額を用いた都道府県パネルデータ分析によって，自然災害が経済成長に

及ぼす影響を検証する。先行研究で述べられているように，自然災害は短期的には経済活動に負の影響を

及ぼすことが考えられる一方で，中長期的には，災害からの復旧の過程でフローの所得の増加や物的資本

の刷新に伴う新技術の導入などによる生産性の向上から経済成長に正の影響を及ぼすことも考えられる。

ただし，自然災害が経済成長を引き起こすメカニズムがあるとしても，自然災害の発生頻度が高い地域で

は，復旧や新技術導入を通じた中長期的な経済成長が生じる前に次の自然災害が起きてしまうことや，被

災リスクから労働力が転出したり，投資に対する物的資本からのリターンの期待値が極端に小さくなるこ

とにより投資が避けられたりすることなどから，経済成長が起きにくくなっていることも考えられる。そ

こで，自然災害の発生頻度と経済との関係性についても都道府県パネルデータを用いた分析を行う。 

さらに，1 つの自然災害の影響の時系列的な変化を適切に観察するためには，特定の自然災害を対象と

して，景気変動や構造変化の影響を可能な限り取り除いた検証を行うことが望ましい。そのため，本稿で

は，新潟県中越地震(以下，中越地震)と新潟県中越沖地震(以下，中越沖地震)を自然実験とみなした

Difference-in-Differences 分析を行い，被災地とその周辺地域が自然災害から受ける影響を比較すること

で，地震の短期的・中期的な影響を識別する。 

本稿の構成は以下のとおりである。まず第 2節では自然災害が経済に影響を及ぼす理論について説明し，

第 3節では自然災害の規模とその発生頻度が経済に及ぼす影響の分析を行う。第 4節では，中越地震と中

越沖地震を対象とした Difference-in-Differences分析を行う。 後の第 5節では分析の結果を踏まえ考察

と課題を述べる。 

 

 

２. 自然災害が経済に影響を及ぼす理論について 
 

自然災害が経済活動に与える影響の理論的な説明は Okuyama(2003)が参考になる。Okuyama(2003)は

伝統的な Solow-Swanモデル(Solow(1956), Swan(1956))を用いて，経済成長率がゼロとなる定常状態にお

いて自然災害が発生した場合に，短期的・長期的にどのような影響が経済に生じるかを解説している。 
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図 1 災害時のソロー・スワンモデル 

 

	 資料出所：Okuyama(2003) 

 

図 1は Okuyama(2003)の Figure 2を示したものであり，ここでは簡略化のために技術進歩率は一定と

仮定したうえで，粗投資 (𝑠𝑓 𝑘 )と減価償却 ((𝑛 + 𝛿)𝑘)の大小関係で経済成長率が決まる標準的な

Solow-Swanモデルをあらわしている。（𝑘は 1人当たり資本ストック，𝑠は貯蓄率，n は人口成長率，𝛿は

減価償却率，𝑓()は生産関数である）。 

ここで，１人当たり資本が𝑘∗で定常状態の点 Aにあるときに自然災害が発生すると，短期的に，１人当

たり資本が破壊されてしまうため，１人当たり資本は𝑘*にシフトする。しかし，𝑘* においては１人当たり

資本の粗投資が減耗を上回るため，線分 BC のスピードで資本蓄積が始まり，経済成長が生じる。これが

自然災害からの復旧に対応するものである。ただし，自然災害からの復旧の期間には，資本の平時よりも

多くの資源が１人当たり資本ストックの再建に配分されるため，一時的に貯蓄率が上昇し，粗投資曲線が

𝑠𝑓(𝑘)から𝑠+𝑓(𝑘)にシフトし，資本蓄積のスピードが線分 DCに早まることも予想される。その後，復旧が

終わる頃に貯蓄率が平時の水準に戻るため，結果的に資本は自然災害前の定常状態𝑘∗と同じになり，経済

成長はストップする。 

ところが，自然災害によって資本が破壊され，その後，復旧過程での経済成長が生じるといったここで

の描写は，技術進歩がないことを仮定したものである。そこで Okuyama(2003)は，自然災害によって古い

資本が多く破壊された後，代わりに新しい技術水準を有する新しい資本が導入されることで，図 2 のよう
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に，技術進歩率が一定ではなく，復旧をきっかけに𝑋から𝑋+に上昇することを織り込んだ場合に，どのよう

な経済成長が起きるかも説明している。なお，図 2は Okuyama(2003)の Figure 4を示したものである。 

 

図２ 技術進歩と災害 

 

	 資料出所：Okuyama(2003) 

 

こうした Okuyama(2003)と Skidmore and Toya(2002)の説明を応用し，コブダグラス型の生産関数を想

定すると，自然災害後に資本の新旧入れ替えに伴い技術進歩率が上昇し，生産関数および粗投資曲線が上

方にシフトする。これにより，定常状態の資本が図 1 の𝑘∗よりも増加し，結果的に復旧以上に経済が成長

することがあると考えられる。こうした経済成長は，自然災害が結果的に技術進歩率を上昇させることで

経済成長を促進するといった意味で，技術進歩を内生的に捉える内生的成長理論の１つとも解釈すること

ができる。 

なお，Skidmore and Toya(2002)でも自然災害が技術進歩率を上昇させる可能性を述べている。具体的

には，自然災害により物的資本が破壊される一方で，特に先進国では人的資本の破壊は限定的であるため，

その後の人的資本の蓄積に伴って技術水準が上昇することで内生的な経済成長が生じるメカニズムがある

と指摘している。 

以上の理論的考察を踏まえると，自然災害によって，短期的には経済成長はマイナスに陥るものの，復

旧あるいは技術進歩を伴う復興の過程で長期的にはプラスになることが予想される。自然災害は，短期的
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には資本ストックが破壊され減少するために経済成長に負の影響を与え得ることが考えられる。しかし，

自然災害からの復旧の過程では，物的資本の回復を図ったりフローの所得が増加したりすることでプラス

の経済成長が生じ，さらに，中長期的には破壊された資本が新しい技術をもった資本により刷新されるこ

とで技術水準が向上し，より大きな経済成長が生じることも考えられる。以下では，こうした実証的含意

が日本国内の地域パネルデータから確認できるかを検証する。 

 

 

３. 都道府県パネルデータによる自然災害と経済成長の関係についての検証	
	

	 本節では，自然災害が短長期的に経済に及ぼす影響について都道府県パネルデータを用いて分析する。

分析では自然災害の規模と発生頻度の 2 つに着目する。というのも，自然災害が物的資本の刷新などを通

じて経済成長につながる可能性があるとしても，自然災害が連続して発生するならば円滑に復興や物的資

本の刷新が行われないことや，被災リスクを恐れて企業や労働者が転出したり，その地域への進出・転入

や投資を避けたりすることも考えられる。したがって，自然災害が経済に及ぼす影響については，自然災

害の規模による違いと発生頻度による違いのそれぞれを検証することが重要と考えられる。まず，自然災

害の規模については都道府県別の被害額のデータを用いて分析する。次に，自然災害の発生頻度について

は，一定期間に起きた災害発生回数のデータを用いて，災害頻度の高い地域ほど経済成長が抑制されるか

を分析する。 

 

（１）分析アプローチ 

	 	 本節の分析では，2002年〜2010年の都道府県パネルデータを用いて，Sawada et al.(2011)を参考に，

以下の式(1)と式(2)の推計式を推計する。災害規模の影響の分析では(1)式を，また，災害頻度の分析では

(2)式をそれぞれパネル推計する。 

 

 

 

ここで，被説明変数𝑌./は都道府県 iの t年における各経済指標，𝐷𝑖𝑠𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟./67は(𝑡 − 𝑛)年における被害額，n

は同時点およびラグを示す値(0， 1， 3， 5， 7， 10， 15 年ラグ)，𝑿𝒕はトレンド項とその 2 乗項を含

むベクトル，𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑦.は災害頻度，	𝑓.は都道府県の固有効果，𝑢./は誤差項を表している。 

(1)式，(2)式ともに，被説明変数𝑌./には Skidmore and Toya(2002)と Tanaka(2015)を参考に，付加価値

額，従業者数，資本，事業所数，労働生産性の自然対数値と TFPを使用する。付加価値額は物的資本の刷

新に伴う技術進歩率の上昇の結果として，経済規模が長期的にどのように変化するのかをみることが特に

𝑌./ = 𝛼 + (𝛽7𝐷𝑖𝑠𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟./67 + 𝛾7𝐷𝑖𝑠𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟./67E )
7

+ 𝑿𝒕𝜹 + 𝑓. + 𝑢./					， 

𝑛 = 0，1，3，5，7，10，15 

(1) 

𝑌./ = 𝑎 + 𝛽L𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑦. + 𝛽E𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑦E. + 𝑿𝒊𝒕𝒄 + 𝑓. + 𝑢./ (2) 
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重要であるために用いる。また，従業者数と資本は経済成長理論の中で付加価値額を決定する要素として

使われ，経済活動を行うための生産要素であり，付加価値額だけでなくこれらの生産要素が自然災害によ

りどのように増減するのかを短期および長期でみることが重要であると考え，分析対象にする。事業所数

は経済活動の拠点となる場所の数であり，その地域の経済規模や経済成長に影響を及ぼすと考えられ，自

然災害によりどう増減するのかが重要であると考えたため分析対象にする。一方，労働生産性と TFPは自

然災害の影響により企業が資本や従業者といった生産要素をいかにして使い，物的資本の刷新や新技術の

導入などの経済活動を行うようになるのかをみるために用いる。 

	 (1)式の説明変数に被害額𝐷𝑖𝑠𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟./67の 2乗項を入れるのは，自然災害が経済に及ぼす影響は自然災害の

規模により異なる可能性を考慮するためである。具体的には，小規模な自然災害であれば技術進歩率の上

昇につながるような物的資本の刷新が生じるほどの資本の破壊が起きていないものの，自然災害の規模が

ある程度以上になるとそうした物的資本の刷新が起きる可能性を考慮している。また，(1)式の推計結果で

は，パラメータ𝛽7と𝛾7に着目する。(1)式において，自然災害の短期的な影響は𝛽Oと𝛾Oに，それ以降の影響

はラグ項のパラメータである𝛽7と𝛾7(n > 0)に表れる。本稿では，自然災害によって中長期的に，経済活動

を行うための生産要素である資本が増加して生産力が増強され，破壊された資本が新しい技術をもった資

本により刷新されることで技術水準が向上し，結果として経済規模や経済成長を示す付加価値額が増加し

ていることが観察できれば，技術進歩を伴って経済が成長したと解釈する。そのため，中長期的に付加価

値額と資本，生産性指標に対して被害額𝐷𝑖𝑠𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟./67のパラメータ𝛽7が正に有意であり，被害額の 2 乗項

𝐷𝑖𝑠𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟./67E のパラメータ𝛾7が負に有意である場合に復旧以上の経済成長が起きているとみなす。なぜなら，

被害額が小さいと技術進歩率の上昇につながるほどの物的資本の刷新が起きないが，被害額が大きくなる

にしたがって物的資本が刷新され，それにより技術進歩を伴って経済が成長することが考えられるからで

ある。さらに，資本が過剰に破壊されるような規模の自然災害では資本の刷新が円滑に行われず，経済活

動が抑制されることも考えられる。 

	 災害頻度の影響の分析に使用する(2)式では，災害頻度𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑦.とその 2 乗項𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑦E.のパラメー

タ𝛽Lと𝛽Eに注目する。自然災害の発生頻度が高い地域では経済活動が抑制されると考えられるため，それ

ぞれの符号は負になると予想される。 

 

（２）利用変数とデータ 

分析に利用する変数は表１のとおりである。また，使用データに関しては以下のとおりに作成した。ま

ず，粗付加価値額，従業者数，資本，事業所数は『工業統計』(経済産業省)の 2002〜2010年のデータから

作成した１）。TFP は『工業統計』の粗付加価値額，従業者数，有形固定資産年末現在高の自然対数値を使

用し，コブダグラス型生産関数を推計した残差として作成した。資本に関しては従業者が 30人以上の事業

所を対象としており，小規模事業所についてはデータが無いため留意が必要といえる。また，インフラな

どの社会資本は含まれていない点にも留意が必要である。次に，被害額は，ラグ項を用いるためにサンプ

ル期間より 15 年長い 1987〜2010 年のデータを『消防白書』（総務省消防庁）から作成した。『消防白書』

                                                             
１） 『工業統計』では，従業者数が 4 人以上の事業所について，各都道府県，市町村単位でデータを公表している。
なお，有形固定資産のみ従業者 30人以上の事業所を対象としている。 
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における災害とは，暴風，豪雨，豪雪，洪水，高潮，地震，津波，その他の異常な自然現象と火災を除く

大規模な事故が公立文教施設，農林水産業施設，公共土木施設に与えた被害額と農作物，立木，家畜，漁

船，生産機械器具などの農林畜水産および商工に及ぼす被害の総額を各市町村が都道府県を通じて消防庁

に報告したものであり，災害規模の指標としてはある程度共通の基準で統計されたものであるといえる。

しかし，被害額は資金の援助を得るために過大に見積もられている可能性があるため留意が必要である。 

一方，災害頻度は『災害統計』(国土交通省河川局)より，2002〜2010年における激甚災害の災害復旧事

業費のデータを用いて，激甚災害の発生回数を可住地面積で割ることで算出した２）。可住地面積は『全国

都道府県市区町村別面積調』(国土交通省)より，2002〜2010年のデータを用いた。災害頻度の指標を作成

する際に激甚災害を用いたのは，企業や従業者が経済活動を行う際に考慮する被災リスクとして国が指定

する大規模災害を用いることが適切と考えたためである。また，自然災害の発生頻度を面積で割ったのは，

Skidmore and Toya(2002)を参考に，面積の違いによる災害発生回数の違いを考慮するためである。 

 

表1 使用変数一覧 

 
	  

各変数の基本統計量は表 2のとおりである。被害額に着目すると， 大値が約 9.93と平均値の約 0.025に

比べて非常に大きいことがわかる。この値は 1995年の阪神淡路大震災によるものであるが，本稿の分析で

はサンプルから除外していない。なぜなら，本稿は自然災害の規模の違いによる影響を含め，自然災害が

経済活動に及ぼす影響を分析することを目的としているため，非常に大きな自然災害であるからといって

サンプルから除外すると規模の大きさの影響を正しく捉えられない可能性があると判断したためである。 

 

表 2 基本統計量 

 

                                                             
２） 激甚災害とは，国民経済に著しい影響を及ぼし，かつ，当該災害による地方財政の負担を緩和し，または被災者
に対する特別の助成を行うことが特に必要と認められる災害で，政令で指定されたものを指す。 
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（３）推計結果	

１）災害規模に関する分析 

被害額を用いた分析の推計結果は表 3 のとおりである。なお，すべてのモデルにおいてハウスマン検定

により固定効果モデルが採択されたため，その結果のみを掲載している。また，モデルの特定化の誤りを

検証するため RESETL検定(DeBenedictis-Giles Specification ResetL Test)を行った。RESETL検定の結

果，表 3の Model5を除いてではあるが，p値が全ての Modelにおいて 0.1以上であるため，モデルの特

定化に誤りが無いという帰無仮説が棄却されないことが示されている。労働生産性の推計においてのみ

RESETL検定をパスしていないため，その結果については幅をもって見る必要がある。 

 

表 3 災害規模が経済に及ぼす影響に関する推計結果３） 

 

                                                             
３） 被害額とその 2乗を 1組とし，ラグを伴わないものからラグ 15年のものまで単独で説明変数に用いた場合でも，
推計結果は大きく変わらなかった。今回は紙幅の制約から単独で用いたものの掲載は省略する。 
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 以下，統計的に有意なものを中心に，自然災害発生後の年数にしたがって災害規模の影響をみていく。

まず，ラグを伴わない被害額のパラメータに着目すると，事業所数に対して被害額が負に，その 2 乗項が

正に有意な結果となっている。これらのパラメータを利用して 2次曲線の形状を捉えると下に凸の 2次曲

線を描くことができるが，全体の 99％の自然災害は事業所の減少を示す範囲内に位置し，自然災害発生年

の事業所数は減少していることが示された。このことから，災害規模が大きいほど災害発生直後において

事業所数は減少する傾向にあることがわかる。一方で，他の被説明変数に関しては有意な結果が得られて

いない。 

次に，ラグ 1年項をみると，資本に対して被害額は正に，その 2乗項は負に有意であることがわかる。

推計されたパラメータから計算すると，被害額が約 6000億円を超える場合に資本が減少することが示され

る。被害額の平均値が約 250億円であることから，自然災害の規模がある程度までであれば資本が増加す

るが，平均値を大きく超えるような大規模災害の場合は資本が減少することがわかる。自然災害後 1 年時

点において資本が増加するのは復興のための投資の効果だと考えられるが，大規模災害により多方面に大

きな被害を受けた場合は復旧に時間を要し，災害後 1 年が経過しても資本の回復を図れないことが反映さ

れた結果と推察される。また，自然災害後 1 年時点では付加価値額や生産性指標に対して被害額は有意な

影響は及ぼしておらず，資本の増加が付加価値額の増加や生産性の向上につながっていないと指摘できる。

ラグ 3 年項をみると，従業者数に対する被害額の影響のみが正に有意になっており，従業者数は災害規模

が大きくなるにつれ一定の割合で増加することがわかる。こうした従業者数の増加は自然災害後 1 年時点

でみられた資本の増加に伴い，自然災害の被害による倒産を免れた事業所が従業者を増員したことによる

ものと推察できる。 

ラグ 7年項をみると，付加価値額，資本，労働生産性，TFPに対して被害額は正に，その 2乗項は負に

有意であることがわかる。このことから，労働生産性は RESET 検定をパスしていないため留意が必要で

はあるが，ある一定の災害規模までは，自然災害後 1年時点でみられた資本，自然災害後 3年時点でみら

れた従業者数の増加により，新たな設備を導入して新しい技術を獲得した事業所で生産性が向上し，それ

に伴い付加価値額も増加していると考えられる。これは，Cuaresma et al.(2008)が述べた自然災害による

古い資本の破壊の後に，資本の刷新が起こり，技術水準が向上することが起きていると推察できる。ラグ

10 年項とラグ 15 年項を見ると，事業所数に対して被害額は正に，その 2 乗項は負に有意であり，ある一

定の災害規模までは，被害が大きかった県内に事業所が進出したり増設されたりしていることがわかる。

また，ラグ 10年項では被害額に応じて労働生産性と TFPが共に低下することが示されているが，これは

自然災害後 10年時点で確認された事業所数の増加によるものだと考えられる。具体的には，付加価値額に

大きな変化をもたらさないような，技術水準が低い，またはノウハウが蓄積されていない新しい事業所の

増加による影響と推察される。ラグ 7年項と同様に労働生産性の結果については留意が必要である。 

以上の結果より，自然災害発生年は災害被害により事業所数の減少がみられるが，自然災害後 7 年時点

では付加価値，資本，労働生産性，TFPに増加がみられており，日本国内において自然災害の後に中長期

的にみれば経済成長が起きている可能性が指摘できる。ラグ 7年項の被害額の 2乗項が負に有意であるこ

とを考えると，自然災害後 7 年の長期で見ると，自然災害の規模が小さく物的資本の破壊があまりなされ

なかった場合は技術進歩率を上昇させることが起きないといった理由で経済成長があまり見られず，物的
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資本が過剰に破壊されるような規模の自然災害でも物的資本の刷新が円滑に行われないといった理由で技

術進歩率の上昇を伴った経済成長が見られにくくなることが考えられる。推計結果から自然災害後 7 年時

点の被害額およびその 2乗項の係数を利用して，各指標と被害額の関係を 2次曲線として近似すると，そ

の頂点は被害額の約 5 兆円付近に集中しており，災害復旧に伴う技術刷新の効果が大きいのは被害額が約

5兆円規模の自然災害であると指摘できる４）。実際に，被害額が約 10兆円である阪神淡路大震災では資本

が過剰に破壊されていたと考えられ，阪神淡路大震災の影響を Difference-in-Differences 分析により検証し

た Tanaka(2015)においても，震災後の付加価値額の増加はみられないことが確認されている。 

 

２）災害頻度に関する分析 

	 次に，災害頻度に関する推計結果に着目する。推計結果は表 4のとおりである。表 4では，災害頻度

が固定効果であるため，変量効果モデルを用いて推計しており，その結果のみを掲載している。またモデ

ルの特定化の誤りを検証するためRESETF検定(DeBenedictis-Giles Specification ResetF Test)を行った。

RESETF検定の結果，p値が全てのModelにおいて 0.1以上であるため，モデルの特定化に誤りが無いと

いう帰無仮説が棄却されないことが示されている。 

 

表 4 災害頻度が経済に及ぼす影響に関する推計結果 

 

 

表 4で災害頻度とその 2乗項のパラメータをみると，災害頻度が及ぼす影響については指標により大き

く 2つに分けることができる。まず，付加価値額，従業者数，労働生産性および TFPに対しては災害頻度

が正に，その 2 乗項が負に有意である。したがって，ある程度の災害頻度までは付加価値額の増加といっ

た経済成長を促すが，災害頻度がある水準を超えると自然災害は経済成長を抑制する影響を持つことがわ

かる。 

Hirshleifer(1987)では戦争の被害とその復旧スピードに関して，たとえ物的資本が大幅に破壊されても，

従業者をはじめとする人的資本が毀損されなければ復旧スピードが非常に速いと指摘している。この指摘

を踏まえると，表 4 の推計結果は次のようにも解釈できる。すなわち，災害頻度が高い地域では頻繁に災

                                                             
４） 2次関数の頂点に関しては阪神淡路大震災の影響で過大評価されている可能性があり， 課題点として挙げられる。 
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害被害を受けることから，被害を受けても復旧が早い人的資本への投資を平時から行い，従業者数が多く，

かつ，1 人当たりの生産性も高いのかもしれない。よって，ある程度の災害頻度までは生産性を向上させ

るといった企業の対応により付加価値額の増加がみられる。しかし，その場合も資本の増加はみられない

ため自然災害のリスクを考慮し，企業が新たな設備を導入するといった投資行動に出ていない可能性が示

唆される。 

一方，表 4の推計結果から災害頻度に関する 2次関数の頂点を計算すると，従業者数，付加価値額，労

働生産性，TFPの順で 0に近くなることがわかる。これは，あまりにも災害頻度が高いとそもそもの居住

者が少なくなり，それに付随して従業者を集めることが困難になる可能性を示しているとも解釈できる。

労働投入の減少により付加価値額も低下するが，生産規模が小さいと規模の経済性が働かず，1 人当たり

の生産性も低くなるのかもしれない。これは被災リスクが高まるにつれて企業がとりやすい行動について

示唆しているともいえる。つまり，企業が，まず従業者数を減らし，それに伴い付加価値額もやがて減少

に転じる。そして規模が小さくなることで生産性も低下し，経済活動が低迷すると考えられる。 

	 次に，資本と事業所数に対しては，災害頻度とその 2 乗項ともに負に有意である。つまり，災害頻度が

高まるにしたがって資本と事業所数の成長が抑制されることがわかる。これは，資本の度重なる破壊やそ

のリスクを敬遠する企業がその地域への進出や投資を抑制していることが原因と推察される。 

	 以上，災害頻度に関する推計結果より，災害頻度が高い地域においても，その中の経済主体はある程度

の災害頻度や被災リスクには対応でき，その結果として経済成長につながる可能性がある一方で，災害頻

度が高まるにしたがって企業が被災リスクを回避するため進出や投資行動を行わなくなり，経済活動が低

迷する可能性が示唆された。 

３）まとめ 

	 災害規模と災害頻度それぞれの影響に着目した以上の分析から，次のような結果が得られた。まず，被

害額でみた災害規模に関する推計結果から，都道府県内での被害額が 5 兆円近辺，かつ，年数に関しては

自然災害発生後 7年で付加価値額，資本や労働生産性，TFPに正の影響が確認され，自然災害の後に中長

期的に経済成長が促進される可能性が示唆された。また，災害頻度の推計結果から，ある程度の災害頻度

ではむしろ生産性の上昇から付加価値額にも増加がみられるものの，自然災害リスクが過度に高い場合，

企業の進出や投資が抑制され，経済活動が低迷する可能性が示された。 

 

 
４．中越地震・中越沖地震の影響に関する DD分析 
 

	 前節の分析では，自然災害が経済に及ぼす影響に関して検証したが，被説明変数が過去のさまざまな自

然災害の影響を受けてしまうモデルになっていたため，個々の自然災害の影響が純粋に捉えきれていると

は言い難い。そのため，本節では新潟県で起きた 2004年の中越地震と 2007年の中越沖地震を自然実験と

捉えて分析対象とし，地震発生の前後で被説明変数の変化が被災地と非被災地でどのように異なるかを検

証する Difference-in-Differences 分析を行う。その際には，被災地からその周辺地域に転出した経済主体

が県内の経済成長を促している可能性もみるため，市町村を観測単位とした推計を行い，被災地だけでは
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なく，その周辺地域への地震の影響も同時に検証する。Okuyama(2003)によると，実際に，阪神淡路大震

災が起きた際には，神戸市内で大きな被害を受けた工場が，工場を修復せずに閉鎖し，市外の工場に拠点

を移している。前節では都道府県を観測単位とする推計を行っていたため，被災地と周辺地域の影響の違

いはみることができておらず，本節の分析は前節を補足するものとも位置づけられる。 

 

（１）分析アプローチ 

分析方法としては，Difference-in-Differences 分析(以下，DD 分析)を採用する。DD 分析は，あるイベ

ントが一部の集団において発生したときに，イベントが起きた集団とその他の集団で効果に差があるかを

計測する分析手法である。イベントが起きていない集団を比較対象とするため，景気変動などのマクロの

環境変化の影響などを取り除いてイベントの効果を計測できるメリットがある。 

本節ではこの手法を自然災害の影響を推計する分析に応用する。具体的には，被災地(あるいは新潟県内

の被災地ではない市町村である周辺地域)を Treatmentグループ，それ以外の市町村を Controlグループと

して定義し，Treatment グループと Control グループについて被説明変数の 2002 年と中越地震後の各年

の差をそれぞれ算出する。その後，Treatment グループと Control グループの被説明変数の差の差を算出

することで，自然災害の純粋な効果をみる。  

ただし，本稿ではこうした DD分析を以下の (3)式を推計することで実施する。 

 

 

ここで，𝑌./は都道府県 iの t年における各被説明変数，𝑇𝑅𝐸1.と𝑇𝑅𝐸2.は Treatmentグループを表すダミー

変数，𝑨𝒇𝒕𝒆𝒓𝒕は自然災害後の各年について，その年であれば 1，他の年であれば 0 をとるダミー変数のベ

クトル，𝑋/は 2003年ダミー，𝑎は定数項，𝑢./は誤差項を表す。 

これまでの分析と同様に被説明変数𝑌./は付加価値額，従業者数，資本，事業所数，労働生産性の自然対

数値と TFP とする。また，𝑇𝑅𝐸1.は被災地ダミーであり，𝑇𝑅𝐸2.は新潟県内の被災地ではない市町村を表

す周辺地域ダミーである。この推計式において注目するパラメータは	𝜸𝟐と𝜸𝟑であり，Treatmentグループ

と Controlグループの 2002年と自然災害発生後の各年の被説明変数の差が，被災地や周辺地域で他の地域

からどの程度異なるかを表す。つまり，自然災害の純粋な影響はこの	𝜸𝟐と𝜸𝟑で把握することができる。 

 

（２）利用変数とデータ 

	 本節の分析では 2002年〜2010年の北陸 4県の市町村パネルデータを用いる５）。サンプルを北陸 4県に

絞った理由は 2点ある。1点目は，Treatmentグループと Controlグループのサンプルサイズを近づける

ためである。2点目は，地理的要因などが類似した市町村に絞ることで両グループの属性を均一化するた

めである６）。また，被災後に合併した市町村については，合併前の市町村の合計値を合併後の市町村とし

                                                             
５） 2004年のデータは震災の影響により被災地の情報が『工業統計』で不完全なものとなっているため除いた。 
６） 本来 DD分析では，傾向スコアマッチングや完全一致マッチングなどで Treatmentグループと Controlグループ
の属性を近づけることが望ましいが，前者は Treatmentグループが被災地という完全に外生的なものであり，後者
はサンプルサイズが過少になるため今回の分析ではあえて行っていない。 

𝑌./ = 𝑎 + 𝑏𝑇𝑅𝐸1. + 𝑐𝑇𝑅𝐸2. + 𝑨𝒇𝒕𝒆𝒓𝒕𝜸𝟏 + 𝑻𝑹𝑬𝟏𝒊×𝑨𝒇𝒕𝒆𝒓𝒕 𝜸𝟐 + 𝑻𝑹𝑬𝟐𝒊×𝑨𝒇𝒕𝒆𝒓𝒕 𝜸𝟑 + 𝑔𝑋/ + 𝑢./ (3) 
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てパネルデータに組み込んでいる。本節の分析で用いる変数は表 5のとおりである。 

 

表 5 使用変数一覧  

 

 

被説明変数に関して，使用変数は前節と同様である。被災地ダミーは，中越地震と中越沖地震の本震に

おいて少なくとも 1回，震度 6弱以上を観測した 8市町村を用いて作成した７）。また，被災地の基準とし

て翠川・藤本(2002)を参考に物件の全壊が起こり始める震度 6 弱を基準とした。中越地震と中越沖地震の

各市町村の震度のデータは気象庁の震度データベース検索(地震別検索結果)から入手した８）。被災後に合併

した市町村に関しては合併後の市町村を用いて被災地ダミーを作成した。 

各変数の基本統計量は表 6のとおりである。 

 

表 6 基本統計量   

 

 

（３）推計結果	

 

推計結果は表 7 のとおりである。なおモデルの特定化の誤りを検証するため RESETL 検定

（DeBenedictis-Giles Specification ResetL Test）を行った。RESETL検定の結果，p値が全てのModel

において 0.1 以上であるため，モデルの特定化に誤りが無いという帰無仮説が棄却されないことが示され

ている。まず，被災地ダミーと各年 afterダミーとの交差項に着目し，各被説明変数を用いた推計結果を考

                                                             
７） この 8市町村は中越地震・中越沖地震の両方で震度 5弱以上を観測している。 
８） 気象庁	 震度データベース検索(地震別検索結果) 終閲覧日 2015年 11月 4日 

http://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/Event.php?ID=177331 
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察する。表 7をみると，中越地震から 1年後の被災地への影響を表す被災地ダミーと after2005ダミーの

交差項が，いずれの被説明変数に対しても有意となっておらず，震災 1 年後には被災地の経済水準は北陸

地方にある新潟県外の市町村と大きく異ならないことがわかる。この結果は，消防白書において中越地震

の被害総額が約 5000億円であったことを踏まえると，前節で示された被害総額約 6000億円までの自然災

害が発生した 1 年後には資本が増加するという結果とは整合的とはいえない。この点について，中越地震

について聞き取り調査や文献調査を行った渡邊(2013)では，中越地震では製造業の機械設備に対する被害

が少なかったことが指摘されており，製造業への被害が占める割合は低かったために短期的な資本の刷新

が促進されなかったと推察される。 

また，その他の各年 afterダミーと被災地ダミーとの交差項の係数に着目すると，資本に対して被災地ダ

ミーと after2008 年ダミーの交差項と，被災地ダミーと after2009 年ダミーの交差項が負に有意になって

いることがわかる。2008年，2009年は 2007年に発生した中越沖地震の影響が生じていることが考えられ

るが，消防白書において中越沖地震の被害額は約 900億円であるため，中越沖地震発生 1年後と 2年後の

2008 年，2009 年に資本が減少したという結果は前節と整合的といえない。しかし，前節の分析では自然

災害の発生頻度が高いと資本が減少することも示唆された。そのため，2008年と 2009年の資本の減少は

中越沖地震によるものだけではなく，震災が連続して起きたことにより投資が避けられたことが要因とな

っている可能性も指摘できる。さらに，被災地ダミーと after20010年ダミーの交差項が負に有意になって

いることがわかる。これは，資本が減少したことや，付加価値額においても震災が連続して起きたことの

影響を受けていると考えられる。一方で，事業所数に対して被災地ダミーと after2006年ダミー，after2009

年ダミー，after2010年ダミーがそれぞれ正に有意であることがわかる。この結果は前節の被害額を用いた

推計の，事業所数が自然災害後 7 年において正に有意となった結果と整合的ではない。この理由として，

中越地震・中越沖地震後には事業所数の増加を促す要因があったと考えることもできる。渡邊(2013)によ

ると，実際に 2 つの地震に対して，それぞれの復興基金が設けられ，被災により事業活動の縮小を余儀な

くされたり，売り上げが減少したりした事業所への支援が行われている。さらに，被災により事業再開，

継続が困難な状況にもかかわらず転出せずに事業を再建する事業所に対しての支援も行われた。これらの

効果が地震の 2 年後に表れ，事業所が増加している可能性がある。しかし，これらの事業所は再建途上で

あるため，事業所数の増加が資本や従業者数，付加価値額の増加としては未だ表れていないと考えられる。 

なお，表 7 で各年 after ダミーと周辺地域ダミーとの交差項に着目すると，いずれも統計的に有意な結

果が得られず，被災地から周辺地域，周辺地域からそのほかの地域への労働力や投資先の移動は確認する

ことができない。 

 以上，本節の中越地震と中越沖地震における DD 分析では，前節で得られた災害規模と各経済指標の関

係性と整合的な結果は得られなかったものの，連続して被災することで投資が抑制され資本が減少すると

いう災害頻度の影響とは整合的な結果が得られた。このことから，大規模な自然災害が連続で起きた場合

には，その復興が遅れてしまう可能性が懸念される。一方で，復興基金による支援の効果で事業所の再建

や拡大が促されている可能性も示唆された。また，分析を行った 2 つの震災に関して，被災地からその周

辺地域への企業や従業者，資本の移動はみられなかったことから，前節の分析においても被災地から同県

内の別の地域へ移動した経済主体が経済成長を促している可能性は低いと考えられる。 
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表 7 中越地震・中越沖地震の被災地と周辺地域への影響を表す推計結果 

 

 
 

 

５. おわりに 
	  

	 本稿では，自然災害が日本の経済活動にどのような影響を及ぼしているかについて分析した。まず，第

3 節では，自然災害の規模を表す指標として被害額データを使用し，自然災害の短期的および中長期的な

経済への影響について都道府県パネルデータを用いて分析を行った。その結果，中長期的には資本，付加

価値額の増加や労働生産性，TFPの向上が起きていることが確認された。これにより，日本国内の自然災

害は短期的には経済成長に負の影響を与える一方で，中長期的には災害復旧の過程で生じる古い資本から
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新しい資本への代替によって技術進歩率が高まり，結果的に経済成長に正の影響を与える傾向があったと

指摘することができる。また，災害頻度が経済に及ぼす影響についても分析を行った結果，高い被災リス

クにさらされる地域では経済成長は生じていないことが確認できた。よって，そうした地域では企業や労

働者の進出や投資が避けられることで，経済活動が抑制されてしまっていたことが示唆される。 

	 第 4 節では，中越地震と中越沖地震をイベントとして，自然災害が被災地とその周辺地域に及ぼす影響

について DD 分析を行った。その結果，短期的には自然災害は被災地の経済活動に深刻な影響はもたらさ

ないが，自然災害が連続して起きた場合は資本が減少するとの結果が得られ，復興が遅れることが示唆さ

れる。また，周辺地域は自然災害の影響を大きく受けることはなく，被災地からの労働者や投資の流入が

起きていないこともわかった。 

本稿の学術的な貢献は，自然災害サンプルの豊富な日本を対象として，自然災害の規模を考慮できる被

害額のデータを用いて分析を行った点や，自然災害のリスクがもたらす影響を定量的な分析で明らかにし

たことといえる。しかし，多くの課題も残っている。まず，データの特性上，被害額の平均値と大きく乖

離したものもサンプルに含めて計量分析を行っている点である。そのため，本稿の分析には改善の余地が

あるといえるが，この点に関しては，共通基準で算出されたさまざまな種類の被害額データの整備を待つ

しかない。また，本来自然災害と経済の関係性について中長期的な分析を行うならば 1 つの自然災害に焦

点をあてた DD 分析を行うことが望ましいが，今回の分析で用いた『工業統計』が共通した基準で集計さ

れている期間内では，それに適した自然災害を見つけることはできなかった。この点についても，より適

切な分析対象の発見か，もしくは東日本大震災以降のデータの蓄積が必要となる。また，本論文では自然

災害のみを対象に，破壊と経済成長の関係を分析したため，ここでの分析結果をテロや戦争に適用するこ

とはできないことも強調すべきであろう。例えば，自然災害は物的資本への損失が大きい一方で，戦争や

テロは人的資本の被害が大きいため，戦争やテロの後に中長期的に経済成長が高まるとは考えにくい。 

今後の研究課題としては，先行研究とも共通するものであるが，本稿では自然災害が経済に影響を及ぼ

すことは明らかにしたが，その具体的なメカニズムについてはエビデンスを用いて実証しておらず，推察

にとどまる点が挙げられる。そのため，自然災害が経済活動に及ぼす影響の差異について，たとえば企業

単位の分析を行うことが重要といえる。自然災害と経済との関係性の検証はこうした課題を克服し，より

精度の高い分析や考察を進めていくことが必要であろう。また，社会資本や自然環境など本稿において分

析対象にしていない面にも自然災害は影響を及ぼすと考えられるため，より包括的に分析することが必要

だと言える。 
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