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エグゼクティブサマリー
2020 年の大災害による世界の経済的損
害額は絶対値ベースで 2,020 億米ドルに
上り ....

2020 年は新型コロナウイルス感染症が引き起こした世界的な健康 ・ 経済危機によって記
憶にとどめられる年となった。 パンデミックによる混乱や激動を背景に、 何百万人もが深刻
な気象事象にも直面した。 自然災害および人災による世界の経済的損害はインフレ調整
後の値で 2,020 億米ドルに上り、 2019 年の 1,500 億米ドルを上回った。 最も被害が甚大
だったのは米国で、 東海岸には広範囲に渡ってハリケーンが繰り返し襲来し、 西海岸を山火
事が、中西部を記録的な数の対流性暴風雨が襲った。 豪州も前例のない干ばつ、 山火事、
暴風雨により大きな打撃を受けた。 アジアではモンスーン降雨により命にかかわる大規模な
洪水が発生した。

…GDP 正規化後の額としては、 シグマ 誌
史上 18 番目の規模となった

2020 年の自然災害による経済的損害は、 物価スライド調整値でみると単年度における損
害としてはシグマ誌史上第 9 位となった。 GDP の成長効果を正規化した後の額としては史
上18 番目の規模であった。 1970 年から 2020 年の GDP 正規化後の損害額は年平均 1.3%
増加している。 つまり、 この期間の人的および物的資産の集積を考慮すれば、 過去の災害
と同規模の災害が今発生した場合、 現在の方が損害は拡大するということを意味している。

絶対値ベースの損害額のうち保険で補償
されたのは 890 億米ドルであり、 ほとん
どがセカンダリー ・ ペリルに起因する

2020 年の災害事象による絶対値ベースの経済的損害額のうち保険業界は 890 億米ドル
を支払ったが、 これはシグマ誌史上第 5 位であり、 過去 10 年の年平均 790 億米ドルを上
回った。 このうち 810 億米ドルが自然災害によるもので、 保険損害として最大だったのは、
いずれも米国のハリケーン ・ ローラおよびサリー、 そして 「デレーチョ」 と呼ばれる嵐 （アメ
リカ大陸の中央部でまれに起こる大規模な直進性の嵐） であった。 2020 年は、 プライマ
リー ・ ペリルによる単独で巨大な損害となる事象はなかったが、 中小規模の、 いわゆるセカ
ンダリー ・ ぺリルが目立った年となった。 セカンダリー ・ ぺリルの一つに大規模対流性暴風雨
(severe convective storms; SCS) があるが、 これは局地的にも関わらず極めて甚大な被
害をもたらす可能性がある。 また、 セカンダリー ・ ぺリルのなかでも最も急速に被害額が増
大しているのは山火事であり、 これは主にカリフォルニア州の広い地域で続いた山火事に起
因する。

セカンダリー ・ ペリルによる損害は増加の
一途をたどっており、 今後プライマリー ・
ペリルによる損害も増加することが予想さ
れる

プライマリー ・ ペリルおよびセカンダリー ・ ぺリルによる保険損害額は 1970 年から上昇傾向
にあり、 これは今後も続くと考えられる。 いずれのタイプのペリルも損害を引き起こす要因と
なるリスクの傾向は同じであり、 人口の増加、 エクスポージャーの高い地域での資産価値
上昇、 気候変動の影響などがそれに含まれる。 プライマリー ・ ペリルによる巨大な損害と
なる事象がなくとも、 近年セカンダリー ・ ぺリルによる損害額が上昇していることを踏まえる
と、 プライマリー ・ ペリル事象が発生した場合、 その損害も極めて甚大になる可能性がある
ことを忘れてはならない。 例えば、 昨年の北大西洋のハリケーンシーズン中、 ハリケーンの
ほとんどが人口密度の高い地域に上陸しなかったため保険業界は大きな損害を免れたが、
これは単に運が良かっただけに過ぎず、 今後ハリケーンが富の集中した地域に上陸しないと
いう保証はない。 昨年ハリケーンの進路にあたった中米諸国は無保険で補償を求めること
もできず、 全くの不運であった。

これまでのリスク評価はセカンダリー ・ ぺ
リルよりもプライマリー ・ ペリルを重視して
きたため、 バランスの再調整が必要

このことは、 世界に未だ存在しているプライマリーおよびセカンダリーぺリルのプロテクション
ギャップを解消する必要があることを示している。 今号のシグマ調査では、特にセカンダリー・
ぺリルを形作る様々な要因の相互作用を深掘りする。 元受 / 再保険業界はこれまで長い
間プライマリー ・ ペリルを注意深くモニターしてきており、 そのリスクモデル技術も発達してい
る。 しかし、 セカンダリー ・ ぺリルのモニタリングとモデリングは十分ではないことが多い。 セ
カンダリー ・ ぺリルに関連する損害が増加していることを踏まえ、 十分かつ正確なリスク評価
のためにセカンダリー ・ ぺリルの理解を深めることが不可欠である。 この点でも元受 / 再保
険業界が家計、 ビジネス、 およびコミュニティーのレジリエンス強化のために貢献できること
がまだある。 当社は保険業界にセカンダリー ・ ぺリルをリスク評価プログラムの優先事項と
位置づけ、 モデリング技術を改善するように呼び掛けている。 傾向の変化を察知するため
に損害 ・ 支払パターンをより粒度の高いレベルでモニタリングし、 法が許す範囲内で共有す
ることが必要である。 特に、 セカンダリー ・ ぺリルの動きを形作る自然界と社会経済的要因
の複雑な相互作用をさらに詳しく研究し理解を深めることが欠かせない。
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重要ポイント
2020 年のまとめ
経済的損害

保険損害総額

自然災害による保険損害額

合計

合計

合計

2,020億米ドル

890億米ドル

810億米ドル

2019年：1,500億米ドル
10年平均：2,220億米ドル

2019年：630億米ドル
10年平均：790億米ドル

2019年：540億米ドル
10年平均：740億米ドル

自然災害
1,900億米ドル

自然災害
810億米ドル

セカンダリー・ぺリル
574億米ドル (71%)

人災
120億米ドル

人災
80億米ドル

プライマリー・ぺリル
232億米ドル (29%)

世界のGDPの
0.24%

世界の財物元受保険料計上額の
4.9%
10年平均：0.26%

2019: 319億米ドル

2019: 225億米ドル

10年平均:：4.7%
世界のプロテクション・ギャップ
1,430億米ドル

犠牲者数

1,130億米ドル

大災害事象数

7,993名

870億米ドル

274

出典: スイス・リー・インスティテュート

2019年

2020年

10年平均

自然災害による経済的損害: インフレ調整前、インフレ調整後 (2020 年の物価にスライド )、
正規化後 ( 単位 : 10 億米ドル )
1970～2020 年の自然災害による正規化後経済的損害額の増加率は年 1.3% である。 正規化により調整することで、 過去の事象が同じ
規模で現在発生した場合、損害がより大きくなることが分かる。 これはこの期間中に人的および物的資産の集積が進んでいるためである。
600
500
400
300
200
100
0
1980
経済的損害:

1985
インフレ調整前

1990
経済的損害:

1995
インフレ調整後

2000
経済的損害:
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出典 : スイス・ リー ・ インスティテュート
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2005
正規化後

2010

2015

2020

1970 年以降のセカンダリー ・ ぺリルによる世界の保険損害、 単位 : 10 億米ドル （2020 年
の物価にスライド )
セカンダリー ・ ぺリルによる損害は着実に増加を続けている。 最も大きな部分を占めるのは対流性暴風雨であるが、 近年最も急速に増加
しているのは山火事である。
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プライマリー・ペリルの二次的災害

出典 : スイス・ リー ・ インスティテュート

2011 ～ 2020 年の累積保険損害 : セカンダリー ・ ぺリルのタイプ別、 およびプライマリー ・
ペリル総額 ( 単位 : 10 億米ドル、 2020 年の物価にスライド )
過去 10 年間に北米と豪州で主な損害をもたらしたのは対流性暴風雨である。 北米では 2011 ～ 2020 年の暴風雨による累積保険損害
額がプライマリー ・ ペリルによる保険損害額を超えた。

対流性暴風雨

合計

洪水

2

その他の
セカンダリー・ぺリル

56.2

35.3

167.8
53.1

18.6

2.4

26.7

0.0

10.1

25

91.0

100

5.9
9.1

南米
0.0
オセアニア・豪州

21.9
3.4

アジア
0.2

1.2

0.2

1.0

2.8

2.5

3.0

7

0.5
27.4

9.4

250

30.3

20.1
0.2

250

41.6

192.0

15.6

1

プライマリー・ぺリル
317.4

16.2
欧州

プライマリー・ぺリルの
二次的災害

217.9
67.3

北米

山火事

1 2

25

1.4

出典 : スイス・ リー ・ インスティテュート
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セカンダリー・ぺリルの世界を探る
昨年の損害実績はセカンダリー ・ ぺリルの脅威を浮き彫りにした。 2020 年の自然災害による保険損害総額 (810 億米ドル ) のうち、 70%
以上がセカンダリー ・ ぺリルに起因し 1、 中小規模の事象の連鎖による累積損害は、 保険損害としては史上 5 番目となった。 主な要因は
大規模対流性暴風雨 (SCS) および米国、 豪州における山火事であったが、 異常気象による事象が発生した地域のすべてで、 気候変
動の影響などの自然界の現象と社会経済的動向の両方の要因が複雑に相互作用して損害の規模を左右した

セカンダリーおよびプライマリー ・ ペリルによる損害の進展
セカンダリー・ぺリルとは、頻度が高い中小
規模の事象をいう

「プライマリー ・ ペリル」 は、 熱帯低気圧、 地震、 欧州の冬の嵐など、 より規模の大きな大
災害を指して用いられる。 こうした事象の頻度はまれであるが、 被害が極めて甚大になる
傾向がある。 当社は 「セカンダリー ・ ぺリル」 を、 損害は中小規模であるが比較的頻繁に
発生する自然災害を指す包括的用語として使用する。 これには、 単独で発生する二次的
な危険である SCS ( 雷雨、 ひょう、 竜巻を含む )、 干ばつ、 山火事、 降雪、 鉄砲水、 地滑
りなどが含まれる。 プライマリー ・ ペリルも、 例えば熱帯低気圧に伴う集中豪雨、 冬の嵐に
よる高潮、 地震火災など、 因果関係をもつ間接損害を引き起こす場合があるが、 ここでは
これらもプライマリー・ペリルの二次的災害としてセカンダリー・ぺリルに分類する。 プライマリー
およびセカンダリー ・ ぺリルによる損害は 1970 年以降年々増加している ( 図 1 参照 )。

図1
1970年以降のプライマリーおよびセカンダリー・ぺリルによる年間保険損害額 (単位: 10億米ドル、2020年の物価にスライド)、および
損害総額に占めるセカンダリー・ぺリルの割合 (5年累積)
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出典: スイス・リー・インスティテュート

プライマリー ・ ペリルはセカンダリー ・ ぺリ
ルのリスクよりも理解が進んでいる

セカンダリー ・ ぺリルによる保険損害額が史上最大だった年は 2011 年 (620 億米ドル ) で
ある。 この年にはタイで壊滅的な被害をもたらした洪水と米国で大きな損害を出した竜巻
の大発生があった。 より最近では、 セカンダリー ・ ぺリルによる損害額トップ 4 の年のうち 3
年が 2017 年から 2020 年の間に集中している。 プライマリー ・ ペリルのリスクは注意深く監
視されており、 元受 / 再保険業界が持つこれらのエクスポージャーに関するリスクモデル技
術も発達している。 しかし、 その二次的災害については必ずしも十分に捕捉されていない。
同様に、単独で発生する二次的事象もモニタリングとモデリングが十分ではないことが多い。
セカンダリー ・ ぺリルによる損害が絶対値ベースで増加していることを踏まえ、 セカンダリー ・
ぺリルの十分かつ正確なリスク評価、 および自然災害全般の持続可能な引受のために、 リ
スクをよりよく理解することが不可欠である。

1  特に明記しない限り、 本調査の損害額はすべてインフレ調整後の数字である。
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プライマリー ・ ペリル事象が発生せずとも、 セカンダリー ・ ぺリル事象が年間損害
額の大きな年を招く
2020 年の自然災害による損害のうち、
71% はセカンダリー ・ ぺリルに起因

ハザードの視点から見ると 2020 年はセカンダリー ・ ぺリルの脅威が改めて浮き彫りになった
という点で特筆すべき年となった。 地域への影響が大きかったにも関わらず、 目立ったプライ
マリー ・ ペリル事象は発生していない。 中小規模の事象が多発して自然災害 ( プライマリー、
セカンダリー ・ ペリル合計 ) による保険損害額は 810 億米ドルに上り、 2020 年は史上 5 番
目に損害が大きかった年となった。 セカンダリー ・ ぺリルによる損害額は 570 億米ドル超で、
全体の 71% を占めた ( 図 2 参照 )。 損害の主な原因は SCS と山火事であった。

1970 年以降、 セカンダリー ・ ペリルのう
ち最も大きな被害をもたらしてきたのは
SCS

豪州およびカリフォルニア州で発生した山火事は、 大森林が火に包まれ、 住宅が焼失し、
煙が都市に蔓延する破滅的な映像を世界に広めた。 SCS はさほど注目を集めないものの、
その深刻さが山火事に劣るという訳ではない。 SCS はその偏在性、 短期性に加え空間規
模が限定的であることから、 国際ニュースのヘッドラインに取り上げられることはまれである。
しかし、 本誌のデータによれば、 1970 年代以降、 SCS による保険損害はその他のどのセ
カンダリー ・ ぺリルによるものよりも高額になっている。 2020 年も同様であり、 一例として豪
州の山火事の最中にクイーンズランドのサンシャイン ・ コースト、 オーストラリア首都特別地区、
およびニューサウスウェールズ州の一部で発生した 2 件のひょうを伴う嵐は、 16 億米ドルの
保険損害をもたらした。 また、 米国西部の山火事の最中に発生した 40 件の SCS は、 昨
年 300 億米ドルを優に超える集積保険損害をもたらした。

図2
1970年以降のセカンダリー・ぺリルによる世界の保険損害: ペリルのタイプ別 (単位: 10億米ドル、2020年の物価にスライド)
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出典: スイス・リー・インスティテュート

セカンダリー ・ ペリルによる損害の増大 : 数多くの要因の相
互作用
昨年、 豪州は大規模な山火事、 対流性
暴風雨、 洪水に見舞われた

2019 ～ 2020 年にかけて、 豪州は広範囲な山火事、 SCS および洪水など、 1 シーズンと
しては豪州史上最悪レベルの被害をもたらした一連の気候事象を経験した。 山火事のシー
ズン期間中に 1 万 5 千件以上の山火事が発生し、 1,900 万ヘクタール (4,700 万エーカー )
近くが焼き尽くされ、 3,000 軒以上の住宅が焼失した。 これらの火事で 33 人が亡くなった
ほか、 10 億匹以上の動物が犠牲となった 2。 山火事は 2019 年 6 月から 2020 年 3 月ま
で続き、 最も勢いが増したのは 2019 年 9 月から 2020 年 2 月の間 ( 春から夏にかけて )、
ニューサウスウェールズ州、オーストラリア首都特別地域、およびビクトリア州においてであった。
1 月 20 日にはオーストラリア首都特別地域とニューサウスウェールズ州の一部を大きなひょう
を伴う SCS が襲った。 次いで、 東海岸低気圧がニューサウスウェールズ州東部に大雨をも
たらし、 シドニーの降雨量記録を更新した 3。
2 A. I. Filkov, T. Ngo, S. Matthews 共著、 "Impact of Australia's catastrophic 2019/20 bushfire season on
    communities and environment. Retrospective analysis and current trends", Journal of Safety Science
and Resilience 誌 、 2020 年第 1 号
3  東海岸低気圧とは、 豪州南東海岸にみられる熱帯外低気圧領域である。
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いくつもの要因が関与して多額の損害が
発生した

これらの事象は、 様々な気象要因が相互に複雑に作用していることを示している。 ひと夏の
うちに山火事、 ひょうを伴う嵐、 洪水が次々と発生し、 甚大な被害をもたらした例を考える
と、 これは例外的な春 / 夏シーズンだったのだろうかという疑問が生じる。 一連の事象を引
き起こした気候条件および引受への影響の詳細については、 以下 「豪州の 2019/2020 年
春～夏シーズンは異常であったのか？」 をご一読いただきたい。

豪州の 2019/2020 年春～夏シーズンは異常であったのか？
深刻な干ばつに特徴づけられた年

豪州では 1910 年以来気温が平均 1.44° C 上昇しており、2019 年は史上最も暑い年となっ
た 4。 山火事リスクが高まる危険な気象条件の日数が、 豪州のほとんどの地域、 特に南部
で 1950 年代から増加傾向にあることが報告されている 5。 2019 年春の時点で、 元々山火
事多発地域である豪州はすでに史上最悪の干ばつに苦しんでいた。 温暖化を背景として、
山火事が発生しやすい気象条件 ( 高い気温、 低い湿度、 強風 ) が揃っていたため、 干ば
つが起こっていた地域の乾燥した草木に激しい炎が急速に広がる結果となった。

異なる自然気象現象が同時に発生し…  

2019 年 6 月時点でインド洋ダイポールモード現象 (IOD) ― インド洋の海面水温における不
定期な変動現象―が正の状態に入っており、 豪州の南東部では大気中の湿度が低下し乾
燥した高温の状態となっていた。 この正の IOD 現象は春から夏にかけてさらに発達し、 火
災が発生しやすい条件が悪化していた。 さらに、 2 つ目の気象要因として南半球環状モー
ド (SAM)  ― 南極を取り巻く強い西風帯の位置によって定義される ― が 9 月に強い負の
フェーズに入り、 正の IOD シグナルをさらに悪化させると同時に、 西からの風が豪州東部の
乾燥状態を悪化させた ( 図 3 参照 )。 IOD と SAM の相乗効果が、 異常な山火事シーズ
ンに寄与したのである。   

…雷雨やひょうに最適なコンディションを
も作り出した

3 つ目の要因、 エルニーニョ・南方振動 (ENSO) は、 2019 年中ほぼ （エルニーニョもラニー
ニャも存在しない）ニュートラルの状態であったが、春 / 夏シーズン末に一時的にエルニーニョ
状態に近づき、 IOD の影響を悪化させた。 1 月に見られた山火事の原因となる可能性の高
い気象要因の組み合わせは、 豪州東部で通常春から夏に活発になる雷雨の活動も抑制し
た。 2020 年 1 月中旬までには、IOD と SAM はニュートラルな状態に近づいたが、その結果、
南東部上空にあった低気圧領域にコーラル ・ シー諸島、 タスマン海からの湿った大気が流
れ込み、 雷雨とひょうの発生に最適な条件が揃った。

干ばつと火災は洪水とひょうによる損害
を悪化させた

豪州東海岸の洪水とオーストラリア首都特別地域のひょうを伴う嵐は、 継続的な干ばつと
山火事シーズンの影響により悪化した可能性が高いと考えられる。 干ばつおよび火災が発
生した地域では、 植生のほとんどが既に弱っており、 風やひょうによるダメージを受けやすい
状態になっていた。 そこへ暴風雨領域からの外出流が干ばつ地域の上空に巨大なダスト雲
を引き起こした。 焦土となった土壌の表面や乾燥した地域では、 短期間に十分な雨量を
吸収することができないため、 豪雨の後に鉄砲水が発生した。

4  State of the Climate 2020、 オーストラリア連邦科学産業研究機構、 2020 年
5  同上
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保険への影響
豪州では 2019-2020 年の春 / 夏シーズ
ンに多数の大規模気象イベントが発生

気象イベントの推移は気象条件により物理的に説明することができる。 保険の視点から見
ると、 2019/2020 年に豪州で起こったことは気候変動の結果なのか、 それとも単に例外的
な年だったのかという疑問が存在する。 この質問に対してはっきりした答えを出すことは難し
いが、 標準的自然災害保険のリスク評価およびプライシングの計算基礎として重要な検討
事項である。

気候変動が誘発要因であるとは言い切
れない

これまでも豪州の気象の歴史のなかでは、きわめて多様かつ厳しい条件下において大規
模な気象イベントが複数同時に発生したことがあった (2011 年など )。 豪州における大
規模気象イベントは、短期的にはIOD、SAM、および ENSO などの気候要因に起因する場
合がほとんどである。そのため、特定のイベントや自然災害が多発するシーズンの原因を
気候変動のみに帰することは困難である。とは言え、 火災が発生しやすい乾燥した気候
や豪雨など、 リスク要因の長期的トレンドが世界的温暖化の影響によるものであることは
十分にあり得る 6。 2019-2020 年の春 / 夏は、 複数の気候シグナルが相互に関与した
とりわけ被害の大きい年であった。 対策を講じない限り気候変動は進行していくため、 こ
うした被害の大きなシーズンが例外的であるとは言えなくなるだろう。

社会経済的要因も重要な役割を果たし
ている

セカンダリー ・ ペリルは豪州における保険損害の約 75% を占める。 2000 年から 2009 年
にかけては落ち着いた状態が続いていたが、 この 10 年間はセカンダリー ・ ペリルのすべて
のタイプについて 10 億豪ドル以上の大規模保険損害事象が単年度内に複数回発生する
ケースが増加している 7。 短期的気候シグナルおよび気候変動の影響のみでこの増加を説
明することはできない。 気候変動に加え、 エクスポージャーの拡大や沿岸部の都市が周囲
の原生地へと広がっていることなどが組み合わさると、 小規模な、 またはこれまでは被害
が生じなかったような自然現象であっても今後は大きな被害をもたらす可能性がある。   

リスク評価には損害を左右する複数の要
因に関する将来予測を組み込むべき

これらの社会経済的要因、 および短期 ・ 長期的気候要因が今後も引き続き影響を及ぼす
ことは確実である。 そのため、 商業的に持続可能な保険商品について再考することが必要
である。 リスク評価では、 従来型大災害モデルと同様、 個々のペリルについてその頻度と
規模を検討すべきである。 しかし、 気候の変動による複合作用は単一シーズン中に複数か
つ多様なセカンダリー ・ ペリル事象を引き起こす可能性があり、 保険引受時に想定する集
積リスクの年間変動幅が大幅に変わる原因ともなるため、 リスク評価においても明確に考慮
に含める必要がある。 リスクの性質が動的であるため、 将来予測を組み込むか、 過去数
十年の平均を用いるかは非常に重要となる。   

6   Severe weather in a changing climate-2nd-edition 、 インシュアランス ・ オーストラリア ・ グループ、 米国大気 研
究センター、 2020 年
7  オーストラリア保険協会
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増え続ける世界の山火事損害の背景にあるもの
山火事による 2020 年の世界の保険損
害額は史上第 3 位となった

2020 年の山火事による年間保険損害額は、 2017 年、 2018 年の記録的な年に続く史上
第 3 位となった。 損害のほとんどはカリフォルニア州の山火事によるものであった。 近年、
山火事による年間保険損害額が急速に増加している。 2016 年から 2020 年の期間の評
価では、 世界のセカンダリー ・ ペリルによる保険損害総額のうち、 ほぼ 4 分の 1 が山火事
に起因する。 2016 年以前は平均で 3% 強であり、 5 ～ 10% を超えるのはまれであったこと
を考えると、 まさに前例のない急増であると言える ( 図 4 参照 )。

山火事損害の増加の背景には気候変動
がある

2016 年と 2020 年は史上最も暖かい年でもあった 8。新たな科学的エビデンスは火災のシー
ズンが平均して長くなってきていることを示しており 9、 歴史的に山火事がまれであった地域
を含む世界各地で山火事による損害の規模が拡大していることの大きな一因が気候変動
にあることを示唆している。 しかし、 気候変動だけがその原因ではない。 並行して進行して
いる社会経済的変化も同様に重要な要因である。 例えば、 原生地に隣接した、 または原
生地区内 ( いわゆる荒地—都市境界 (WUI)) におけるエクスポージャーが急速に拡大した
こと、 火災管理戦略が最適ではないことに起因する天然バイオマス燃料利用の増加など
である 10。

図4
山火事による世界の保険損害額 (単位: 10億米ドル、2020年の物価にスライド)
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洪水リスクはどうか
降雨による洪水および高潮がセカンダ
リー ・ ペリル損害の 4 分の 1 を占める

図 5 は、 過去 10 年間におけるセカンダリー ・ ペリルによる保険損害の集積を、 ペリル別、
地域別に示したものである。 欧州、 南米およびアジアでは洪水、 より正確には河川の氾濫、
鉄砲水、 内水氾濫 ( 都市域の排水システムがあふれることにより起こる ) が主要なセカン
ダリー ・ ペリルであった。 本誌の推定によれば、 2011 年から 2020 年にかけて、 洪水は世
界のセカンダリー ・ ぺリルによる保険損害全体の 16% を占めた。 ハリケーンまたは台風によ
る降雨や高潮に起因する洪水 ( つまりプライマリー ・ ペリルの二次的災害 ) を含めれば、 こ
の割合は 20-25% へと上昇し、 セカンダリー ・ ペリルとしては SCS に次ぐ第 2 位のペリルと
なる ( 第 3 位は山火事 )。 しかし、 保険普及率が比較的低いため、 洪水による損害事象
は過少に報告される傾向がある。

8 "Copernicus: 2020 warmest year on record for Europe; globally, 2020 ties with 2016 for warmest year
recorded" 、 欧州注記気象予報センター、 2021 年
9  M. Goss, D. L. Swain, 他 共著、 "Climate change is increasing the likelihood of extreme autumnwildfire
    conditions across California"、 Environmental Research Letters 誌 2020 年 第 15 号
10 C. Kolden 著、 "Wildfires: count lives and homes, not hectares burnt"、 Nature 誌 2020 年 第 586 号
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洪水による損害増加の原因の一つは降
水パターンの変化

洪水対策への大規模な投資などが功を奏しているためと考えられるが、 洪水による世界の
損害額の増加は、 山火事や SCS ほどは目立っていない。 しかし、 調査によれば、 ここ数十
年間に米国で発生した洪水による累積損害のうち約三分の一は降水パターンの変化に起
因することが示されている 11。 従って、 温暖化による大気の保水容量の増加、 海抜の低い
沿岸地域での洪水エクスポージャーの拡大、 さらには都市部で舗装に覆われた地表面積
が増えていることなどを考えると、 将来的には大幅に損害が増大する可能性を過小評価す
ることはできない 12,13。

図5
2011～2020年のセカンダリー・ペリルのタイプ別累積保険損害額 (単位: 10億米ドル、2020年の物価にスライド)
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地盤沈下
地盤沈下は地面の下降運動

地盤沈下とは地表の下降運動のことである。 採掘や過度の耕作などの人間の活動に加え、
自然現象も地盤が垂直方向に動く原因となる。 自然の原因のうち主なものは深刻な干ばつ
である。 干ばつが発生すると土壌の水分量が一時的に大幅に減少するが、 特に粘土質の
土壌の場合、 地盤は乾燥するに従い数センチメートル程度圧密沈下する。 そのため、 地盤
沈下はセカンダリー ・ ぺリルの二次的災害ということもできる。

干ばつが主な原因であるが、人間の活動
がリスクを悪化させる

地盤沈下は保険会社にとって大きな挑戦となり得る。 短時間で終息し、 規模が計測でき
る冬の嵐などとは異なり、 干ばつにより引き起こされる地盤の動きは 1 シーズンかけてゆっく
りと進行し、 ほぼ目に見えない。 沈下した地盤に建つ建物はリスクが高く大きな被害をもた
らしかねない。 さらに、 建物へのダメージは数年後になって初めて現れることもある。 人為
的要因と自然要因の組み合わせは、 損害の評価と原因特定、 ひいては保険契約の対応を
複雑にする ( 以下、 「地盤沈下の保険 : フランスの例」 参照 )。

11 F. V. Davenport、 M. Burke、 N. S. Diffenbaugh 共著、 "Contribution of historical precipitation change to
    US"、 米国科学アカデミー紀要 (PNAS)、 2021 年 第 118 号
12 シグマ 2020 年第 2 号 : 「経済集積と気候変動の時代における自然災害」、 スイス ・ リー ・ インスティテュート
13 H. C. Winsemius、 J. C. J. H. Aerts、 L. P. H. van Beek 他 共著 "Global drivers of future river flood risk"、
Nature Climate Change 誌、 2016 年第 6 号
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地盤沈下の保険 : フランスの例
フランスには 1989 年から地盤沈下保険
の全国スキームがある

図6
フランスにおける地盤沈下による年間
保険損害額 (単位: 100万ユーロ)

フランスでは、 他のマーケット以上に地盤沈下リスクが政治的課題となってきた。 1989 年か
ら地盤沈下による財物損害は自然大災害のための全国的保険スキーム (CatNat) によりカ
バーされてきた。 2016 年以降、 地盤沈下によるインフレ調整後の保険損害額は、 毎年 5
億 5,000 万ユーロを超えており ( 図 6 参照 )、 平均損害額は年間 8 億 1,000 万ユーロに上
る 14。 これは、 CatNat の年間保険料全体の 45% にあたり、 フランスで最も高額な自然の
リスクとなっている 15。 2000 年～ 2015 年にかけての年平均 3 億 1,000 万ユーロと比較して、
2016 年から爆発的な増加が続いていることは不可解である。

2 000

1 500

1 000

500

0
2001

2003

CCR（再保険中央金庫）

2005
誤差範囲

2007

2009

平均損害額:

2011

2013

2000～1015年

2015

2017

2019

2016年～2019年

  

出典: Les catastrophes naturelles en France, Bilan 1982 – 2019、再保険中央金庫、2020年

気候変動により地盤沈下は悪化すると考
えられるが…

当社は 2011 年の調査で、 気候変動によりフランスの干ばつおよび地盤沈下による損害が
拡大することを予想していた。 2017 年～ 2019 年が乾燥した年だったことを考えると、 この
予想は的中したようである 16。 とは言え、 気候変動による影響であれば、 年間損害額が突
然、 段階的に増加するのではなく漸進的に上昇すると考えるのが自然である。 2016 年以
降の損害パターンを見ると、 その他の要因の関与が示唆される。    

…近年の保険損害の急増は、 全国的な
保険スキームが広く認知されるようになっ
てきたことによると思われる

その 1 つがフランスの保険スキームそのものである。 このスキームの主な特徴は、 地元の市
町村が政府からいわゆる 「CatNat 認定」 を受けている場合にのみ地盤沈下に対して補償
を受けることができる点である 17。 認定を受けるにはまず市町村長が申請する必要がある
が、 これは、 以前に地域で干ばつと認められる事象が発生し、 また幾つかの地質学的条
件が揃っていることが前提条件となる。近年、この認定を申請する市町村の数が増えており、
2018 年、2019 年には、申請数全体の 23% を初めて申請する市町村が占めた ( 図 7 参照 )。
これは単に干ばつの増加のみで説明することはできない 18。 スキームによって地盤沈下に対
する補償を受けられる可能性があるという認識が高まったことも一因といえるだろう。   

乾燥した気候条件が続けば、 支払は増
え続けるだろう

この認識は今後さらに高まると考えられる。 全市町村のうち 62% はまだ CatNat 認定を申
請していない ( 図 7 のグレーの地域 )。 乾燥した状態が続くと仮定すると、 地盤沈下による

14 Les catastrophes naturelles en France, Bilan 1982-2019、 再保険中央金庫、 2020 年
15 2018 年のフランスの CatNat 保険料収入は ,16 億 4900 万ユーロであった。 主な補償対象は洪水、地盤沈下、
    および地震リスクである。 L'assurance des catastrophes naturelles en 2018 、 フランス保険協会、 2018 年
16 The hidden risks of climate change: An increase in property damage from soil subsidence in Europe , スイス・
    リー、 2011 年
17 フランス政府は既定の基準に基づき市町村が自然災害の条件を満たしているかを判断し、CatNet 指定を行う。
18 "arrêtés de catastrophe naturelle"、 再保険中央金庫 、 2020 年
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損害は今後数年間で大幅に拡大する可能性がある。 毎年更新される建築ストックの数は
全体の 1% に過ぎないため、 建築基準法などによる損害軽減措置もその中期的な効果は
限定的である。 長期的には、 申請による指定から干ばつ発生地域のすべての市町村を認
定する制度に移行してスキームの透明性を高めることにより、 全体としてのレジリエンス強化
が図れるであろう。 より短期的には支払コストの爆発的増加が予想されるため、 免責条項
や CatNat 認定のための条件を精緻化するなどによる対応が必要となる。
図7
色分け : 市町村が初めてCatNatの
認定を受けた年 (2003～2019年
のみ) グレー : 指定を受けたことがな
い市町村

2018

2016

2014

2012

2010

2008

2006

2004

出典: 再保険中央金庫

欧州の他の国々では、 地盤沈下保険は
オーダーメイド補償として提供

英国など欧州の他の国々でも地盤沈下のリスクおよび財物損害に対する関心が増している 19。
しかし、 地盤沈下保険はオーダーメイドでのみ提供されているため、 保険支払はフランスを
下回る。

19 O. G. Pritchard 他 共著、 "Probabilistic soil moisture projections to assess Great Britain’ s future clay    related subsidence hazard"、 Climatic Change 誌、 2015 年 第 133 巻 第 4 号

Swiss Re sigma No 1/2021 11

検証: 大規模対流性暴風雨 (SCS)
大規模対流性暴風雨 (SCS) は世界中で発生する高頻度かつ強力な暴風雨である。 2011 年から 2020 年にかけて、SCS はセカンダリー・
ぺリルに起因する保険損害額全体の半分以上を占めた。 他のセカンダリー ・ ペリルと同様、 SCS による損害の拡大には複数の要因が関
与している。 SCS は短時間かつ空間規模も限定的であるため記録するのが難しい。衛星撮影やリモート・センシングなどの最新の観察ツー
ルは、 地上での観察と補完し合うことでさらに力を発揮する。 SCS によるリスクの理解とプライシングには、 損害を地方、 国、 地域レベル
でモニタリングし知見を共有することが不可欠である。

高い頻度および強度
過去 10 年間の SCS に起因する保険損
害は、 セカンダリー ・ ペリルによる保険損
害全体の半分以上を占める

シグマ調査の推計によれば、 過去 10 年間の SCS ( 雷雨、 ひょう、 竜巻 ) による集積損害
額は、 セカンダリー ・ ペリルによる保険被害全体の 50% 以上を占める。 北米および豪州に
おいては、 SCS が損害をもたらすセカンダリー ・ ペリルのうち主要なものとなっている。 北米
では、 2011 年から 2020 年にかけてのすべての SCS による集積保険損害が、 プライマリー・
ペリルの集積保険損害までも上回った ( 図 5 参照 )。 欧州ではセカンダリー ・ ペリルのうち
最大のものは洪水、 次いで SCS となっている。

SCS は短時間かつ範囲が狭いが、 しば
しば非常に強力である

対流性暴風雨 ( または雷雨 ) は高頻度で発生する激しい気象現象であり、 水分を多く含
んだ暖かい空気が地表から対流圏の上層部へと上昇することにより発達する。 急激な上昇
気流が積乱雲の形成、稲妻、雷鳴を引き起こし、地表に流れ込む冷たい空気のかたまり ( 下
降気流 ) が突風、 降雨、 時にはひょうさえもたらす。 対流性暴風雨は非常に急速に発達す
る可能性があり、 滞在時間は短く （わずか数時間）、 範囲は局地的 ( 空間範囲は通常数
十キロ以内 ) である。

SCSに関連する損害のほとんどはひょうに
よるもので...

SCS 損害の約 50-80% がひょうによるものである 20。 ひょうは、 強い上昇気流が対流圏上
部の低温層に達して冷えることで水分が凍って塊となったものである。 ひょうは中緯度の内
陸部で最も頻繁に発生する。 ひょうによる損害の規模は、 ひょうの直径 ・ 体積、 および地
上の風速などの要因と関連している。 直径 2 ～ 3 センチの場合、 建物の一部、 ガラス建
造物、 車両などに被害をもたらす可能性がある。 農作物や果実などはさらに小さなひょうで
もダメージを受ける 21。 非常にまれなケースではあるが、 2018 年 2 月 8 日にアルゼンチン
で観測された例のように、 ひょうが最大 20 センチ程の大きさになる場合もある 22。

…次いで竜巻、デレーチョ嵐と続く

SCS による被害のうちひょうの次に影響が大きいのは風による 2 つの現象、 すなわち竜巻と
デレーチョ嵐であり、 いずれも大規模損害につながる危険性をはらんでいる。
� 竜巻 ー 積乱雲の下部と地表の間で激しく回転する空気の柱で、 極値風を発生させる。
竜巻は米国の中西部および南部で最も多く発生するため、 この地域は 「竜巻街道」 と
呼ばれている。 竜巻はしばしば群発および続発する。 史上最高の風速 ( 時速 486 キ
ロ ) は、 1999 年 5 月 3 日オクラホマで発生した竜巻で観測された 23。 通常、 竜巻の幅
は数百メートル程度であるが、 100 キロ以上の軌道に沿って被害をもたらす場合がある。
改良藤田スケール (EF スケール ) を用いると、 風速から被災危険度を評定することがで
きる。 史上最悪の例は、 2011 年 5 月 20 日から 27 日にかけて米国で発生した一連の
竜巻で、 EF スケールで最大 5 の竜巻を含む 241 の竜巻が確認された。 この一連の竜
巻は巨大な保険損害を引き起こした。
� デレーチョ嵐とは、 長時間、 高速で動く大規模雷雨のクラスターのことで、 ハリケーンレ
ベルの強度の直線の強風を特徴とする。 昨年 8 月に米国中西部で発生したデレーチョ
嵐は 70 億米ドルの保険被害をもたらし、 昨年米国で記録された SCS 事象のうち最も
高額となった。

20 Severe convective storms: Evolving risks call for innovation to reduce costs, drive resilience 、保険情報協会、
2020 年
21 Hail Scale 、 The Tornado & Storm Research Organisation、 2020 年
22 M. R. Kumjian、 R. Gutierrez、 J. S. Soderholm 他 共著、 "Gargantuan Hail in Argentina"、 米国気象学会誌 、
2020 年
23 Highest recorded wind speed in tornado (via Doppler Radar) 、 アリゾナ州立大学、 2020 年
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主要市場における SCS による損害
SCS による損害が最も大きかったのは北
米であるが、 他地域でも増加している

SCS による保険損害のほどんどは米国に由来する。 2011 年から 2020 年にかけての平均
年間損害額は 190 億米ドルとなり、 100 億米ドルを下回る年はなかった。 同期間の欧州お
よび豪州の平均年間損害額はそれぞれ 15 億米ドル、 9 億ドルであり、 米国を大幅に下回
る。 とは言え、 保険損害をもたらす SCS 事象の件数および規模は全世界で上昇しており、
2020 年は北米と豪州で史上最高となった ( 図 8 参照 )。
� 北米では保険損害は一貫して増加傾向にあるが、 これは国土が広く事象の発生件数が
多いためである。 年間損害額は損害事象発生件数と密接に相関しており、 SCS が高頻
度のペリルであるという見方を裏付けている。
� 豪州は米国よりも国土が狭く、 損害事象の発生件数も少ないため、 毎年の損害額の変
動がより大きくなる。 2010 年を分岐点として、 以降はほぼ 1 年おきにひょうを伴う嵐によ
る年間損害額が 10 億米ドルを超えている。 それまでは被害額が 10 億米ドルを超えた
のは一度のみ、 1999 年の 「シドニーひょう嵐」 による 19 億米ドルが唯一である 24。
� 欧州における近年の SCS は、 2013 年にドイツで発生したひょう嵐 「ベルント」、 「アンドレ
アス」、 2014 年にフランス、 ドイツ、 ベルギーを襲った 「ペンテコステの週末の嵐 ( 別名
対流性暴風雨 「エラ」 )」 と比較すると穏やかである。 しかし、 大規模なひょうを伴う事
象の件数は増加しており、 今後 SCS 関連損害が今後数年間に欧州でも増加することが
予想される。

図8
SCSによる地域別年間保険損害額 (棒グラフ) および件数 (点)。(単位: 10億米ドル、2020年の物価にスライド)
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出典: スイス・リー・インスティテュート

24 オーストラリア保険協会の推定によれば、 同規模の嵐が再び発生した場合の保険損害額は 40 億米ドル超。
2020. K. Sullivan " 1. Sydney Hailstorm $5.6B (1999)", Icadaglobe.com 、 2020 年 4 月 16 日
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検証: 大規模対流性暴風雨 (SCS)

見ようとしないと見えてこないもの
観察バイアスは SCS の気象学的分析を
妨げ…  

SCS の損害が拡大傾向にあることは、 危険そのものが増加していることを意味するのだろ
うか。 損害統計を特徴づけるために必要な空間的 ・ 時間的同種データ記録が不足して
いるためはっきりとした答えを見出すことは困難である 25,26。 過去数十年間に米国 27、 欧
州 28、 豪州 29 で発生した竜巻とひょうを伴う嵐については記録が残っているが、 それ以前
は、 実際に発生地点に人が居合わせた場合以外に記録に残されることはなかった。 SCS
は短時間に狭い範囲で発生するため、 人が住んでいない地域で発生した多くの SCS は
記録に残っていない。 さらに、 台風などに比べ、 ひょうを伴う嵐や竜巻は人工衛星で観測 ・
数値化することがはるかに困難である。 図 9 からもこの 「観察バイアス」 は明らかである。
米国で観察される大規模なひょう嵐の頻度 ( 米国海洋大気庁ストーム予測センターによる
1955~2019 年報告書に基づく ) は、 都市部で最も高くなっている。 これは嵐の活動が活
発であるというよりは観察者の数が多いためであると思われる。

…リモート ・ センシング技術の登場によっ
ても解消しない

観察技術や報告の方法が変化してきたことも問題を複雑化している。 例えば、 1990 年代
の初めにドップラー気象レーダーが登場し、 竜巻観測者ネットワークが広がったことにより、
報告される竜巻の数は大幅に増加した 30。 最新のリモート ・ センシング技術や気象モデリ
ング技術により空の状態を検出できる範囲は拡大したが、 その強度の評定には未だ課題
が残り、 地上での観測による補完が欠かせない 31。

図9
1955～2019年の米国における
ひょうの大き さが15 x 15平方
マイル (24 x 24平方キロメートル)
あたり2インチ (5センチ) を超える
嵐の年間頻度

デンバー
カンザスシティー
ウィチタ

オクラホマシティー

ダラス

<= 0.05

0.4–0.5

0.05–0.1

0.5–0.75

0.1–0.2

0.75–1

0.2–0.3

1.0–1.25

0.3–0.4

>1.25

出典: 米国海洋大気庁ストーム予測センター ひょうレポート、スイス・リー

25 J. T. Allen、 M. K. Tippett 共著、 "The characteristics of United States hail reports: 1955-2014"、
Electronic Journal of Severe Storms Meteorology 誌 、 第 10 巻 第 3 号 1-31 ページ、 2015 年
26 A. F. Prein、 G. J. Holland 共著 "Global estimates of damaging hail hazard"、 Weather and Climate
Extremes 誌   第 22 巻 10-23 ページ、 2018 年
27 米国海洋大気庁ストーム予測センター (SPC)、 NOAA 暴風嵐センター 2020 年

28 ESWD 、 欧州シビアウェザーデータベース 2020 年
29 Severe Storms Archive , オーストラリア気象局、 2020 年
30 D. McCarthy、 J. Schaefer 共著、 "Tornado trends over the past 30 years"、 査読前論文、 第 14 回応用
    気象学会、 2004 年
31 T. Púcik、 C. Castellano、 P. Groenemeijer 他 共著、 "Large hail incidence and its economic and societal
     impacts across Europe"、 Monthly Weather Review 誌 、 第 147 巻、 2019 年
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災害の強度が増しているエビデンス証拠
はあるが…

統計的な混乱はあるものの、 近年の調査は、 過去 10 年間で米国の竜巻の威力の平均
が年に約 5.5% ずつ増していること 32、 および竜巻の大発生の頻度が増していることを示
唆している 33。 ひょうについては、 米国中部および東部で大きなひょうが発生しやすい環境
条件が揃う頻度が 1979 年以降増していることが分かってきた 34。 豪州東部におけるレー
ダー観測データの予備的分析も、 大きな被害をもたらすひょう嵐の頻度が主要な都市エリ
アで増している可能性を示している 35。 ただし、科学的知見は未だ意見の一致を見ていな
い 36。

…気候の変動性やその他の要因の影響
により不明な点も多く残る

このような傾向が気候変動によるものなのか、 単なる自然の変動性によるものなのかは未
だ明らかではない。 しかし、 今後数十年間に気候変動が SCS 活動に影響を及ぼし、 暴風
雨の季節性や地域的特性が変化するであろうことについては証拠が蓄積されつつある。 最
近のモデルを使った研究でも北米 37,38 と欧州 39 で大規模なひょうが発生する頻度が増す
ことが示されたが、 不明な点もまだ多く残る。 他のセカンダリー ・ ペリル同様、 気候変動だ
けで SCS による損害の増加傾向を説明することはできない。 社会経済的要因も重要な要
因である。

経済成長と都市化の役割
損害の傾向のうち 50% 以上は経済成長
と都市化により説明でき…

2000 年以降、 米国における SCS による経済的損害額は毎年 6.0%、 保険損害額は 6.4%
増加している ( インフレ調整後 )。 この増加のうち少なくとも半分はその原因を経済成長と
都市化に帰することができる 40。 その他の要因には対流性暴風雨の活動の変化や社会経
済的要因および脆弱性の傾向が含まれるが、 いずれも地域的な差があるため、 見極める
にはより精緻な支払データが必要である。

…建物密集地の増加は、 保険損害の増
加を意味する

過去数十年間に、 移住の傾向や都市の無秩序な拡大により建物が密集した土地が増え
た。(図10 オクラホマシティーの例を参照)。衛星データにより、 米国では建物密集地の面積
が 1990 年から 2015 年の間に約 50% 増加したことが判明している。 特に中西部、 南部で
は 60% 増加しているが、 これらはまさにひょう嵐や竜巻が発生しやすい地域である 41。 こ
れは毎年約 2% の増加に相当する。 SCS のような小規模な現象の場合、 建物密集地の
増加は損害事象の頻度上昇につながるが、 これは嵐が建物、 インフラ、 または車両などの
資産が集中したエリアを巻き込むからである。 過去 20 年間の北米における SCS 損害事
象の年間平均発生件数は毎年約 2.3% 増加している。 これは、 使われていなかった土地に
住宅 ・ 建物が建ったり、 経済活動のために使用されたりするなどの、 土地利用の変化によ
り一部説明できる。

32 J. B. Elsner、 T. Fricker、 Z. Schroder 共著、 "Increasingly powerful tornadoes in the United States,"
Geophysical Research Letters 誌 、 第 46 巻、 2019 年。
33 M. K. Tippett、 C. Lepore、 J. E. Cohen 共著、 "More tornadoes in the most extreme U.S. tornado
outbreaks"、 サイエンス誌、 第 10 号、 2016 年
34 B. H. Tang、 V. A. Gensini、 C. R. Homeyer 共著、 "Trends in United States large hail environments and

observations"、 NPJ Climate and Atmospheric Science 誌 、 第 45 巻、 2019 年
35 C. Bruyère、 B. Buckley、 A. Prein 他 共著、 "Severe Weather in a Changing Climate"、 インシュアランス・オー
ストラリア ・ グループ、 2020 年
36 H. Raupach、 O. Martius、 J. T. Allen 他 共著、 "The effects of climate change on hailstorms", Nature
Reviews Earth and Environment 誌 、 2021 年
37 J. C. Brimelow、 W. R. Burrows、 J. M. Hanesiak 共著、 "The changing hail threat over North America in
response to anthropogenic climate change", Nature Climate Change 誌 、 第 7 巻 , 516-522 ページ、 2017 年
38 R. J. Trapp、 K. A. Hoogewind、 S. Lasher-Trapp 共著、 "Future changes in hail occurrence in the United
States determined through convection-permitting dynamical downscaling"、 Journal of Climate 誌 、 2019 年
39 A. T. Rädler、 P. H. Groenemeijer、 E. Faust 他 共著 "Frequency of severe thunderstorms across Europe
expected to increase in the 21st century due to rising instability"、 NPJ Climate and Atmospheric
Science 誌 、 第 2 巻、 2019 年
40 シグマ   2020 年 第 2 号参照
41 欧州委員会 Global Human Settlement Layer からのデータ
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図 10
オクラホマシティーの建物密集地
1990年および2015年

建物密集地
2015年

1990年

出典: スイス・リー・インスティテュート、欧州委員会Global Human Settlement Layer
https://ghsl.jrc.ec.europa.eu/ のデータを使用。背景地図: © OpenStreetMap contributors

建築基準法とソーラーパネル
厳しい建築基準法はひょうによる損害を
縮小できる

ひょうに最も弱いのは、 住宅および商業施設の屋根である。 また、 水平風を伴うひょうは、
建築物正面部に用いられることの多い外断熱システムにひび割れやへこみをもたらし水分
が入り込む 42。 建物の脆弱性は、 築年数、 建築資材、 設備設置の質、 およびダメージを
受けてから修理するまでのスピードに大きく依存する。 調査によれば、 米国内で適正な建
築基準法が施行されている郵便番号エリアでは、 ひょうによる被害が 12 ～ 28% 少ないこ
とが分かっている 43。 また、 建築基準法に比較的シンプルな改正を加えることにより、 竜巻
の被害を 30% 以上減らせることも分かった 44。 これらの例が示す通り、 建築基準法の内容
や施行が保険損害の規模に影響を及ぼすことは明らかだ。 しかし、 建築基準法の順守や
適性度は米国内でも均一ではない。 そのため、 より精緻な支払データがなければ建築基
準法が集積保険損害額に及ぼす影響を数値化するのは困難である。

太陽光発電設備もひょうに弱い

もう一つの比較的最近のトレンドとして、 太陽光発電設備の急増がある。 米国では 2019
年に新たに着手された太陽光発電プロジェクトだけで、 アメリカンフットボール場 3 万個分の
面積に達した 45。 欧州では、 集光型太陽光発電 ・ 熱利用システムの設置がたった 3 年間

42 B. Francke、 R. Zamorowska 共著、 "Resistance of external thermal insulation composite systems with
rendering (ETICS) to hail", Materials 誌 、 第 13 巻 第 2452 号、 2020 年
43 J. Czajkowski、 K. Simmons 共著、 "Convective storm vulnerability: Quantifying the role of effective and
well-enforced building codes in minimizing Missouri hail property damage"、 Land Economics 誌 、 2014 年
44 J. T. Ripberger、 H. C. Jenkins-Smith、 C. L. Silva 他 共著、 "Tornado damage mitigation: Homeowner
support for enhanced building codes in Oklahoma"、 Risk Analysis 誌 、 第 38 巻 第 11 号、 2018 年
45 W. Mathis、 B. Eckhouse 共著、 "Super-Size Solar Farms Are Taking Over the World", bloomberg.com、
2020 年 2 月 23 日の図に基づく
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で 25% 増加した 46。 ソーラーパネル市場は比較的新しく、 質や設置に関する基準や規制
も未だ十分に発達していない４7。 通常は中程度の耐ひょう性を持つように設計されているが、
3 センチを超えるひょうを伴う強い事象が発生すれば、 変形や微小なひび割れが生じる恐
れがある。 これらは直ちに目に見えるダメージではないかもしれないが、 パネルの機能を完
全に損う可能性もあり、 関連する保険損害が巨額に及ぶこともあり得る。 例えば、 2019 年
5 月にテキサス州で発生した単一のひょう嵐で、 ソーラーファームに対して支払われた保険金
は 7,000 万米ドルに上った 48。 ソーラーエネルギーは低炭素経済への移行に欠かせない技
術である。 損害の可能性という面で、 ソーラーパネルの SCS に対する脆弱性は、 保険業
界が気候変動による社会への影響を軽減するために重要な役割を果たせる一つの分野で
ある。

46 W. Weiss、 M. Spörk-Dür 共著、 "Solar heat worldwide, edition 2020"、 ソーラー加熱および冷却プログラム 、
国際エネルギー機関 、 2020 年
47 T. Teule、 M. Appeldoorn、 P. Bosma 他 共著、 "The vulnerability of solar panels to hail"、 アムステルダム自
由大学 、 2019 年
48 "Extreme weather causes surge in solar power insurance costs", Financial Times 紙 2020 年 12 月 14 日
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プライマリー・ペリルおよびセカンダリー・ぺリルの
今後
プライマリー ・ ペリルおよびセカンダリー ・ ぺリルに起因する保険損害は 1970 年以降増加の一途をたどっている。 過去 10 年間で大規模
なプライマリー ・ ペリル事象が発生しなかった年でも、 セカンダリー ・ ペリルのみで集積損害が高額となったが、 2020 年はまさにその一
例である。 プライマリー ・ ペリル、 セカンダリー ・ ペリルともに同じリスクトレンドの影響を受けるが、 セカンダリー ・ ペリルによる損害が拡大
していることは、 今後のピークロスシナリオが大幅に拡大する可能性を示唆している。 しかし、 保険業界が持つセカンダリー ・ ペリルに関す
る知識は、 プライマリー・ペリルのそれには及ばない。 セカンダリー・ペリルによる事象に影響を及ぼす様々な要因 ( 自然および社会経済 )
の相互作用をさらに詳しく理解することは、 モデリング技術の向上および将来を見据えたリスク軽減のための意思決定に不可欠である。

プライマリー ・ ペリルのリスクを忘れるな
セカンダリー ・ ペリルによる損害は増加の
一途をたどっているが…

シグマ の記録によれば、 1970 年以来年間保険損害総額 ( プライマリー ・ ペリル＋セカン
ダリー ・ ペリル ) が 800 億米ドルを超えたのは 6 年のみ、 且つそのすべてが 2005 年以降
に見られた。 損害が最も高額となったのは大規模なプライマリー ・ ペリル事象が発生した
年であり、 ピークロスを記録したのは 2017 年 ( ハリケーン ハービー、 イルマ、 マリア )、 2011
( 東日本大震災、 ニュージーランド地震、 タイの洪水 )、 2005 ( ハリケーン カトリーナ、 ウィル
マ、 リタ )、 および 2012 年 ( ハリケーン サンディ―) であった。 ピーク年以外、 特に 2018 年
と 2020 年は、 セカンダリー ・ ペリルが損害総額に占める割合の拡大が目立つ。 2016 年
から 2020 年の保険損害総額のうち 50% 以上をセカンダリー ・ ペリルによる損害が占める。
2020 年だけでも、 損害総額に占めるセカンダリー ・ ペリルの割合は 70% を超えた。   

プライマリー ・ ペリルによる巨大損害の可
能性も忘れてはならない脅威である

とは言え、 損害をもたらす主要な原因がセカンダリー ・ ペリルに取って代わられているという
意味ではない。 過去数十年間を見ると、 年間保険損害額に占めるセカンダリー ・ ペリルの
割合は 20% から 90% の間で変動しており、 増減に明らかな傾向は見られない。 2020 年
のようにセカンダリー ・ ペリルが目立った年もあるが、 今後プライマリー ・ ペリルによる大規模
な災害が発生しないと結論付ける根拠はない。 1970 年以降、 プライマリー ・ ペリルおよび
セカンダリー ・ ぺリルによる損害はいずれもほぼ一致して増加している ( 図 11 参照 )。 セカ
ンダリー ・ ペリルによる集積損害がより急速に増加した年もあるが、 2005 年のハリケーン カ
トリーナ、 ウィルマ、 リタの例が示すように、 少数のピーク事象だけで巨額の被害をもたらすプ
ライマリー ・ ペリルの脅威を無視することはできないことは、 歴史からも明らかである。

図11
1970年以降のプライマリー・ペリルおよびセカンダリー・ぺリルによる保険損害額累計 (単位:10億米ドル、2020年の物価にスライド)
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出典: スイス・リー・インスティテュート
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セカンダリー・ペリルによる損害の増加は、
今後のピークロス シナリオが大幅に拡大
する可能性を示唆している。

プライマリー ・ ペリル、 セカンダリー ・ ペリルともに、 急速な人口増加、 高リスク地域での資
産価値の上昇、 および気候変動の影響など、 同じリスクトレンドの影響を受ける 49。 プライ
マリー ・ ペリル事象による保険損害が発生していないことおよびセカンダリー ・ ペリルによる
損害が増大していることは、 今後のピークロス シナリオが大幅に拡大する可能性を示唆して
いる。 一例として、 2005 年のハリケーン カトリーナ、 リタ、 およびウィルマによる保険損害額
は 1,200 億米ドル近くに上り、 当時前例のない規模となった。 プライマリー ・ ペリルもセカン
ダリー ・ ペリルも同じリスクトレンドが関与しているということは、 将来的に例えば単年度にハ
リケーンシーズンなどによるピークロスと複数のセカンダリー ・ ペリル事象の両方が発生した
場合、 保険損害の総額が 2,500 ～ 3,000 億米ドルに達することもあり得ることを意味する。
根本的リスクは変わっておらず、 このような深刻なシナリオが現実のものとなるのも時間の問
題である。 実際、 2020 年の北大西洋ハリケーンシーズンは非常に活発で、 名前の付いた
嵐が 30 と記録的な数となった 50。 人口密度が高く経済価値が集中しているエリアに嵐が
上陸しなかったのは単に偶然に過ぎない。   

2020 年の北大西洋ハリケーンシーズン : 記録を塗り替えた年
2020 年の北米のハリケーンシーズンには、
名前がつけられたハリケーンが記録的な
数に上った

2020 年の北大西洋ハリケーンシーズンは、 極端な海水温の上昇により、 名前の付いた嵐
の数 (30 件、それまでの最高は 2005 年の 28 件)、および米国沿岸部への上陸回数 (12 回、
それまでの最高は 1916 年の 9 回 ) の記録を塗り替えた。 ニカラグアでは続けざまに 2 つ
のハリケーン ( カテゴリー 4 のエタ、 カテゴリー 5 のイオタ。 イオタはニカラグア史上最大級 )
がほぼ同じエリアを襲った。

しかし、 上陸した場所により保険損害が
抑制された

全体としての保険損害は、 2005 年、 2017 年と比較すると中程度 (210 億米ドル ) であり、
これは大規模な嵐が上陸した場所によるところが大きい。 ニカラグア、 ホンデュラス、 グア
テマラ、 および米国ルイジアナ州の沿岸部 ( クリストバル、 ローラ、 マルコ、 デルタ、 ゼタの 5
度の嵐 （回数の上でも記録的 ) ) では深刻な被害が生じたものの、 保険損害の総額は嵐
の規模にしては少なかった。 これは、大規模な嵐のほとんどが保険普及率が低い中米を襲っ
たこと、 および米国を襲ったハリケーンが人口が少なくエクスポージャーの低い地域に上陸し
たためである。 しかし、 好ましくない発生パターン ( 嵐の進路および上陸場所が沿岸部の
資産価値が集積したエリアを巻き込む ) は、 どの年にも起こり得る。 1992 年のハリケーン
アンドリューの例が示すように、 大規模な事象が 1 つ起こるだけでも甚大な被害をもたらす
可能性があるのである。

図12
北大西洋ハリケーンシーズンの保険損害額 (単位: 10億米ドル、2020年の物価にスライド)
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49 シグマ 2020 年第 2 号
50 M. Bertogg 著、 "Why hurricane risk modelling has to change", swissre.com 、 2021 年 1 月 6 日
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ハリケーン・エタとイオタは中米における大き
なプロテクション・ギャップを明らかにした

ハリケーン ・ エタ、 イオタによる中米での保険損害額は少なかったが ( それぞれ推定 4 ～ 6
億米ドル、 主に工業および企業資産 )、 被害は壊滅的であった。 経済的損害は 35 億米ド
ルであったことから、 特に住宅保険分野に大きなプロテクション ・ ギャップが存在することが
判明した。 粒度とロバスト性 （外部要因に対する安定性） が高いモデルの欠如、 およびい
ずれのハリケーンの場合もその正確な被害が不明であることは、 この地域で損害を数値化
することの難しさを増している。 加えて、 2 件のハリケーンが短期間に続けて発生した (2 週
間以内 ) ため、 エタによる損害調査を完了することができなかった。   

今後の見通し
今日存在する世界全体のすべての自然災
害リスクについて、 より深い理解が必要

社会経済的トレンドおよび気候変動が動的に変化し続けていることを背景として、 今後もプ
ライマリー ・ ペリルおよびセカンダリー ・ ぺリルによる経済的損害額は上昇し続けることが予
想される。 このような環境下で、 効果的なリスク移転ソリューションを提供することにより世
界のレジリエンスを強化するという元受 / 再保険業界が果たすべき責任は増すであろう。 そ
のためには、 世界中の自然災害エクスポージャーすべてについてさらに深く理解する必要が
ある。 元受 / 再保険会社が持続可能な補償を提供するには、 現在存在するすべてのリス
クについての理解を深め、 バランスシートを強化することが不可欠である。

元受 / 再保険業界は、 注力分野のバラ
ンスを見直し、 セカンダリー ・ ペリルに影
響する様々な要因についてのモデリング
技術を改善する必要がある。

昨年の中米での経験を活かし、 保険普及率が未だ低く、 プライマリー ・ ペリルのエクスポー
ジャーの高い地域に引き続き注力し、 リスクモデリングを改善することが重要である。 これは
気候変動により気温が上昇しつつある中米およびその他の地域ではさらに重要になる。 新
たなトレンドに影響を及ぼす要因を分析するためには、 支払請求データの粒度を上げること
が不可欠である。 しかし、 セカンダリー ・ ペリルについての調査 ・ 研究をさらに進めることも
同様に重要である。 プライマリー ・ ペリルについては元受 / 再保険業界が注意深くモニター
しており、 リスクモデル技術も発達している。 しかし、 セカンダリー ・ ぺリルのモニタリングとモ
デリングは十分ではないことが多い。 セカンダリー ・ ぺリルに関連する損害が増加しているこ
とを踏まえ、 セカンダリー ・ ペリルのリスクをよりよく理解し、 社会と世界経済に影響を及ぼ
すあらゆる自然災害エクスポージャーについて十分かつ正確なリスク評価を行うことが不可
欠である。 そのために保険業界が取り組むべき主要な分野を以下の通り特定した :
� セカンダリー ・ ペリルがもたらすリスクに関する知識を優先トピックとする。 これまで元受
/ 再保険業界はプライマリー ・ ペリルに主に注目してきたが、 ピークロスの大きな変動性
とその影響の規模を考えればそれも不思議ではない。 しかし、 セカンダリー ・ ペリル事象
とその損害の拡大を踏まえると、 このリスク分野により大きな関心を払う必要がある。 経
済的富の集積、 人口の増加、 および気候変動の影響により、 エクスポージャーの高い地
域における資産価値は増している。 保険業界は、 プライシング時にセカンダリー ・ ペリル
のリスク評価を完全に把握するための行動を今起こす必要がある。
� モデル技術の向上。 セカンダリー ・ ペリルのモデリングに必要な業界としての技術は未
だ十分ではない。 洪水や SCS については確率モデルが存在し、 今も進歩し続けている。
コンピュータ技術の進歩はかつてない精度のシミュレーションを可能にし、 機械学習技術
に高解像度衛星写真を組み合わせてデータ不足を補うことも行われている。 しかし、 そ
の他のセカンダリー ・ ペリルのモデリングは未だ揺籃期にある。 山火事リスクは、 人為的
要因と自然要因を考慮する必要があるためさらにモデリングが困難である。
� リスク評価に将来予測情報を含める。 事象の深刻度および頻度の急速な上昇に伴い、
先端モデルであっても歴史的事故統計を用いた場合はリスク評価にバイアスが生じる可
能性がある。 これは過去の統計データが現在のリスクを必ずしも反映しないためである。
これに関し、 セカンダリー ・ ペリルにはサプライズが多いことが繰り返し示されてきた。 例
えば、 カリフォルニア州の山火事、 フランスの地盤沈下は 2015 年から劇的に増加してお
り、 2015 年以前のデータに基づく損害モデルではリスクが過小評価され、 マージンが過
大評価されることを示唆している。 そのため、 元受 / 再保険業界は、 過去の損害デー
タの代表性を体系的に評価し、 今後予想される統計手法の変化を特定し、 最新の科学
的発見を把握すると同時に、 リスク評価に将来予測を組み込む必要がある。
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� オープンソースの災害モデリングフレームワークをサポート。 自然災害モデル開発は、 少
数の専門モデリング会社と元受 / 再保険会社が担っており、 通常は世界全体を対象とし
ている。 支払およびエクスポージャーのデータ形式が標準化され、 OASIS51 のようなオー
プンソースの損害モデリングが広く普及すれば、 地域に密着して動向をモニタリングする
地域特化型の新たなモデリング会社の登場に弾みがつくであろう。 そうなれば、 新たに
カスタマイズされたリスク評価ツールが生み出され、 最新の学術研究の所見をよりスムー
ズにモデリング開発プロセスに組み込むことが可能になる。 このような進展は、 プライマ
リー ・ ペリルに対する保険が十分でない地域におけるリスク軽減 ・ 適応対策の進歩に寄
与することにもつながる。
� 支払データの粒度を高め、 可能な範囲で共有。 セカンダリー ・ ペリルは十分にモニタリン
グされていない場合が多い。 政府機関、 保険会社、 保険協会のいずれのデータソース
であっても、 多くの市場で未だ支払および損害データは粒度が粗く過去データの一貫性
に欠けるため、 特定のセカンダリー ・ ペリルに対する保険料が適正か否かを判断したり、
損害パターンの変化を早期に察知したりするには不十分である。 詳細な支払統計データ
へのアクセスもまたモデル設計プロセスに欠かせないものであり、 その重要性は、 気候変
動の影響が発現するに従って増していく。 また、 プライマリー・ペリルへのエクスポージャー
のトレンドの変化を察知し、 リスク保険料を調整できるようにすることは、 保険リスク移転
モデルの持続可能性を支えるものとなる。 但し、 業界内におけるデータの共有には独占
禁止法等の法令の順守が求められることに留意すべきである。
� ペリル間の相関関係を理解。 中小規模の損害が増加しているため、 1 事故あたりの再保
険トリガーに達しない場合、 保険会社はリスクにさらされることになる。 これにより、 頻度
の高いリスクのための再保険、 およびアグリゲート超過損害額再保険カバーの需要が拡
大する。 こうしたアグリゲートストラクチャー保険の適正料率を算出するには、 個々のセカ
ンダリー ・ ペリルに関するクラスター統計に加え、 ペリル同士の相互作用についての深い
理解が求められる。 例えば、 豪州では予想される台風上陸の数と東海岸で洪水が起こ
る可能性はラニーニャ現象の発生した年に上昇し、 エルニーニョ現象が発生する年に減
少する一方、 山火事リスクはその逆のパターンを示す。 個々のペリルがそれぞれ独立して
いると考えてはならない。 適正なリスク評価には、 社会経済的要因を含む様々な要素の
相互作用を理解を高める必要がある。
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補遺 1: 2020年を振り返る
記録的なセカンダリー ・ ペリルの年
2020 年の保険損害は主にセカンダリー ・
ペリル、 とりわけ SCS と山火事に起因する

2020 年の世界の保険損害額は 890 億米ドルで、 単年度としてはシグマ 誌史上第 5 位と
なった。 これは、 2019 年の 630 億米ドルを大幅に上回っており、 過去 10 年の年平均 790
億米ドル ( および中央値 620 億米ドル ) をも上回った。 2020 年まで 4 年間連続で損害
額が 600 億米ドルを超えている。 セカンダリー ・ ペリルの集積損害額 570 億米ドルのうち、
SCS がおよそ 57% を占める。 米国では記録的な数の SCS が発生したために、 竜巻の発
生件数が比較的少なかったにも関わらず、 SCS による保険損害額が史上最高を記録した。
米国中西部で 8 月に発生したデレーチョ嵐は、 SCS としては史上第 3 位となる 70 億米ド
ルの損害をもたらした。豪州でも SCS による損害が史上最高額となった (26 億米ドル超)が、
そのほとんどはひょうに起因した。   

世界の山火事による損害額は史上第 3 位

米国西部では、 極めて高い気温、 異常に活発な雷活動、 干ばつ状態が重なり、 記録的
な数 (17 件 ) の山火事が発生した。 火事は住宅地を含めた 1 万 6,000 平方キロを焼き尽く
し、 山火事による損害としては米国史上 3 番目保険損害をもたらした。 豪州は 2020 年の
初頭には未だ 2019 ～ 2020 年にかけての山火事シーズンに苦しめられていた。 このシーズ
ンは被害の規模、 被害額ともに史上最悪となった。 火事、 SCS はいずれも干ばつにより悪
化した。

中国で発生した洪水による損害額はアジ
アの洪水史上 2 番目となった

世界の他の地域では、 2020 年は比較的保険損害が少ない年となった。 インド、 バングラ
デシュ、 ネパール、 中国およびパキスタンでは、 モンスーン期の大雨による大規模な洪水が
発生した。 長江流域では 6 月に過去数十年で最悪の洪水が発生し、 数百人が犠牲にな
り農地が壊滅的打撃を受けたほか、 三峡ダムの流量が貯水限界上限に迫った。 保険損害
額は 20 億米ドルを超え、 アジアの洪水事故としては史上 2 番目に高額な事故となった。

人災による損害
新型コロナウイルス感染症のロックダウン
により経済活動が制限されたこと で、 人
災の件数は減少した

新型コロナウイルス感染症の蔓延を予防するためのロックダウンにより経済活動と移動が制
限されたことにより、 2020 年の人災の件数は最も少ないレベルとなった。 それでも、 損害
額は 2019 年とほぼ同じレベルであり、 これは 2 件の大規模事故、 すなわちベイルート爆発
事故 ( 「2020 年のベイルート爆発事故」 参照 )、 および 24 の州で財物損害をもたらした
米国の暴動に起因する。

2020 年のベイルート爆発事故
ベイルート港の倉庫爆発による衝撃波は
200 キロ先まで及んだ

2020 年 8 月 4 日、 レバノンのベイルート港で起こった大爆発が人口が密集した都市部を襲
い、約 200 人が死亡、港湾施設と周辺地域に壊滅的な被害をもたらした。 爆発の原因は、
倉庫に保管されていた推定 2,750 トンの高密度硝酸アンモニウム ( 肥料や爆発物の原料に
なる化学物質 ) に引火したことであった。 爆発はマグニチュード 3.5 の地震の威力で周辺を
襲い、 その爆発音は 200 キロ以上離れたキプロスでも聞こえた 52。 この爆発は核爆発以
外の爆発として史上最大規模であり、 単独では中東史上最大の爆発であったと考えられて
いる５3。

この爆発事故によりベイルート市内は深
刻な被害を受け、 犠牲者の数はおよそ
200 人に上った

再建には長い年月がかかる。 世界銀行は、 物的損害のみで 38 ～ 46 億米ドル、 経済的
損害はさらに 29 ～ 35 億米ドルに上ると推定しているが、 これは爆発が工業および商業の
中心地であったためである 54。 世界銀行によると、 ベイルート港はレバノンの主要な輸入 /
輸出港であり、 国全体の対外貿易の 68% (2011 ～ 2018 年平均 ) を担っている。 保険お
よび再保険への影響は、 原因調査の結果が戦争行為、 テロリスト攻撃、 または事故のい
ずれかにより異なる。 当社では、 損害額を 15 億米ドル程度と推定しており、 これらは主に
財物損害および賠償責任保険によると考えている。

52 "Beirut explosion: Claims considerations", Middle East Insurance Review , October 2020.
53 Beirut explosion was one of the largest non-nuclear blasts in history, new analysis shows, The University
of Sheffield, 2020.
54 Beirut Rapid Damage and Needs Assessment , World Bank, 2020.
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この事故で危険物の安全な取り扱いおよ
び保管への関心が高まっている

2013 年テキサス州ウエストの倉庫 ・ 配送センターで発生した爆発や、 2015 年に中国天津
市の倉庫で起きた爆発と同様、 ベイルート爆発も硝酸アンモニウムの長期保管にはリスクが
伴うことを再認識させるものとなった。 硝酸アンモニウムは様々な製品に用いられるもので、
世界中の港、 倉庫、 その他の物流施設に保管されている。 製造業者はその爆発リスクをよ
く認識しているが、 物流や保管を担う業者はその認識に欠ける場合もある。 可燃物や増感
剤から離す、 屋外または適切に隔離 ・ 換気された施設に保管する、 人が住むまたは働くエ
リアから離れた場所に保管するなどの対策を講じれば、硝酸アンモニウムによる危険はない。
事故歴を見ても、可燃物から離して保管されていた場合に爆発事故が起きた記録はない。

詳細データ
事故件数 : 274 件
シグマ の分類による 2020 年の世界における大災害は、 2019 年の 321 件から減少して
274 件となった。 そのうち自然災害は 189 件、 人災は 85 件であった。

図13
1970～2020年の大災害事故件数
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出典: スイス・リー・インスティテュート
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補遺 1: 2020年を振り返る

犠牲者数 : およそ 8,000 人
2020 年の災害により世界で 7,993 人が死亡もしくは行方不明となったと考えられている。
これはシグマ の記録上、 単年度としては最も低い記録の 1 つである。 自然災害による犠牲
者はおよそ 6,000 人、 人災によるものは 2,000 人を超えた。

図14
1970～2020年の犠牲者数
1. 1970年：バングラデシュの暴風、ペルーの地震
2. 1976年：唐山地震、中国
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注: 縦軸は対数目盛。犠牲者の数は1目盛ごとに10倍になる。
                                                                       出典: スイス・リー・インスティテュート

図 15
1970～2020年の災害による保険損害額
(単位:10億米ドル、2020年の物価に
スライド)
1. 1992: ハリケーン・アンドリュー
2. 1999: 冬の嵐ロタール
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4. 2004: ハリケーン・アイヴァン、チャーリー、フランシス
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5. 2005: ハリケーン・カトリーナ、リタ、ウィルマ

40

6. 2008: ハリケーン・アイク、グスタフ
7. 2010: チリ、ニュージーランド地震
8. 2011:

日本、ニュージーランド地震、タイの洪水

9. 2012:

ハリケーン・サンディ

10. 2017:

ハリケーン・ハービー、イルマ、マリア

11. 2018:

キャンプ・ファイアー、台風チェービー

12. 2020: ハリケーン・ローラ、山火事
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経済的損害合計 : 2,020 億米ドル
2020 年の世界全体の災害による経済的損害合計は 2,020 億米ドルと推定され、 2019 年
の 1,500 億米ドルを上回った。 そのうちの 1,900 億米ドルは自然災害によるものであり、 残
りは人災によるものであった。

表1
2020年の経済的損害および世界の
GDP に対する割合 (単位: 10億米ドル)

地域

10億米ドル*

GDPに対する割合（%）

北米

105

0.46%

中南米およびカリブ海諸国

2

0.05%

18

0.08%

アフリカ

1

0.06%

アジア

71

0.22%

欧州

オセアニア/オーストラリア

5

0.31%

海上/宇宙

0

0.00%

合計

202

世界平均

0.24%

10年平均**

222

0.26%

*四捨五入, **インフレ調整後
出典: スイス・リー・インスティテュート

世界の大災害プロテクション ・ ギャップ : 1,130 億米ドル
図 16 は保険プロテクション ・ ギャップと呼ばれる経済的損害額と保険損害額との差額の
推移を示している。 これは保険では補償されなかった災害による金銭的損害額である。
2020 年の世界におけるプロテクション ・ ギャップはおよそ 1,130 億米ドルで、 2019 年の
870 億米ドルを上回るが、 10 年平均の 1,430 億米ドルは下回る。

図16
1970～2020年の保険損害額と無保険損害額 (単位: 10億米ドル、2020年の物価にスライド)
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出典: スイス・リー・インスティテュート
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補遺 1: 2020年を振り返る

エクスポージャーの集積と損害の拡大
1970 年から 2020 年までの自然災害による正規化後の損害額の年間伸び率を推定したと
ころ、 約 1.3% という数値を得た。 この数値は依然伸び続けているが、 同期間中のインフレ
調整前損害額 (8.7 %) および実質 ( インフレ調整後 ) 損害額 (5%) で示されるよりも、 伸
び率ははるかに小さい。 正規化とは、過去のイベントが今日、同じ規模で発生したとして、（人
的および物的資産） 価値の集積により実際のイベント発生年よりも多額の損害が発生する
であろうことが明示されるように調整を加えることである。

図 17
1970～2020年の自然災害による経済的損害額。インフレ調整前、インフレ調整後、および正規化後 (単位: 10億米ドル)
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注: GDPにより正規化 (国別実質GDP + 米国のインフレ率); 1990年以前の損害データの質は低い。
出典: スイス・リー・インスティテュート

地域別の概観
保険損害および経済的損害は北米で最大であった

表2
2020年の地域別イベント、犠牲者、ならびに経済的損害および保険損害

犠牲者

構成比(％)

10億米ドル

保険損害
構成比(％)

10億米ドル

経済的損害
構成比(％)

83

478

6.0%

69.8

78.9%

104.6

51.8%

10

633

7.9%

0.4

0.5%

2.2

1.1%

39

336

4.2%

6.0

6.8%

17.9

8.9%

アフリカ

37

1 720

21.5%

0.0

0.0%

1.4

0.7%

アジア

96

4 792

60.0%

8.6

9.8%

70.5

34.9%

オセアニア/オーストラリア

8

34

0.4%

3.6

4.0%

4.9

2.4%

海上/宇宙

1

0

0.0%

0.0

0.0%

0.4

0.2%

274

7 993

100.0%

88.6

100.0%

202.0

100.0%

地域

件数

北米
中南米およびカリブ海諸国
欧州

世界

注: 四捨五入により合計が100にならないものもある。
出典: スイス・リー・インスティテュート
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図18
2020～2019年の地域別自然災害プロテクション・ギャップ (単位: 10億米ドル、2020年の物価にスライド)
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補遺 2
用語の定義
自然災害
「自然災害」 は、 自然の力に起因する事故を表現する時に用いる。 通常このような事故は、
多数の保険契約が関係して膨大な数の個別的損害をもたらす。 1 つの災害で発生する損
害の規模は、 それに関わる自然の力のみならず、 建物の設計や災害管理の効率などの人
為的要因にも左右される。 本調査では、 自然災害を 「洪水」、 「暴風」、 「地震」、 「干ばつ・
森林火災 ・ 熱波」、 「寒波 ・ 霜」、 「ひょう」、 「津波」、 「その他の自然災害」 に分類している。

人災
本調査では、人間の活動に関わる大事故を 「人災」 あるいは 「技術的」災害と分類している。
一般的には、 限られた場所に所在する大型物件に影響を与えるものを意味し、 対象となる
保険契約は限定的である。 戦争、内乱および戦争に類似した事故は除かれる。 本誌では、
人災をさらに 「大規模火災および爆発」、 「航空機および宇宙災害」、 「船舶災害」、 「鉄道
災害」、「鉱山事故」、「建物 / 橋梁の崩壊」、「その他 （テロリズムを含む）」 に分類している。

経済的損害
本誌の目的上、 経済的損害とは大事故に直接起因するすべての金銭的損害のことであり、
換言すれば建物、 インフラ、 車両などの被害である。 この用語には、 財物の損害が直接
的な原因となっている事業中断の損害も含まれる。 保険損害額は、 民間企業または政府
制度のいずれを問わず、 再保険金回収前の総額である。 「損害総額」 または 「経済的損
害」 として表示される数字にはすべての損害が含まれ、 付保されているか否かを問わない。
損害総額の数字には、 サプライヤーが事業不能によって被った収入の減少のような間接的
な金銭的損害は含まれず、 また GDP の推定減少額あるいは風評損害や生活水準の低下
のような非経済的損失も含まれない。
一般的に、 損害総額 （または経済的損害額） は、 様々な方法により推定または表現され
ている。 その結果、 損害総額は直接比較できるものではなく、 その規模を示す指標として
見るべきものである。

保険損害
「損害」には、賠償責任を除くすべての保険損害が含まれる。賠償責任を除外することにより、
一方ではある保険年度の成績を比較的早期に得ることができるが、 他方では人災のコスト
を過小評価する傾向がある。 同様に、 生命保険の保険金も含まれていない。
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インフレ調整、 公表データ ・ 情報の変更
本誌では、 事故発生年度の損害のうち米ドル以外の通貨で表示されているものは、 当該
事故発生年度末の為替レートにより米ドルに換算している。 インフレ調整のため、 換算した
米ドルを基に米国の消費者物価指数を用いた推定を行い、 現時点 （2020 年） での価値
を求めた。
2020 報告年については、 損害の下限閾値を以下のとおり設定した。
2020 年の保険損害額および被災者数に関する閾値
保険損害額（閾値単位: 百万米ドル）：
海上災害
航空
その他損害
または経済的損害総額：
または被災者数：
死亡者もしくは行方不明者
負傷者
家を失った人

21.5百万米ドル
42.9百万米ドル
53.3百万米ドル
106.7百万米ドル
20人
50人
2,000人

過去に発表された事故で報告された損害額に変更が生じたことが分かった場合は、 「シグ
マ」 はデータベースに変更を加える。 しかしスイス・ リーはこのシグマの調査を公式に改訂ま
たは更新する義務はない。

出典
情報は新聞、 元受および再保険会社の定期刊行物、 専門家の出版物 （印刷物または電
子フォーマットによるもの） ならびに元受および再保険会社のリポートから収集した。 この情
報の使用に関連して発生したいかなる損失あるいは損害についても、 スイス・ リーはいっさい
責任を負わない （裏ページの著作権情報を参照）。
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「シグマ」最近の出版物
2021

第１号

2020年の自然災害: セカンダリー・ぺリルが注目を浴びるも、プライマリー・ぺリルのリスクも忘れずに

2020

第１号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号

データドリブン型の保険：次のフロンティアへの準備はできているか
経済集積と気候変動の時代における自然災害
Power up: investing in infrastructure to drive sustainable growth in emerging markets
World insurance: riding out the 2020 pandemic storm
Machine intelligence in insurance: insights for end-to-end enterprise transformation
グローバルサプライチェーンのリスク回避: レジリエンス強化のためのリバランス

2019

第１号
第2号
第3号
第4号
第5号

新興市場：見通しは厳しいが希望の兆し
2018年の自然災害と人災：セカンダリー・ぺリルが現実の課題に
世界の保険：東への大旋回が続く
アナリティクスの進展：損害保険の新たなフロンティアを開拓する
レジリエンスの指標化：保険市場と経済のための入門書

2018

第１号
第2号
第3号
第4号
第6号

2017年の自然災害と人災：未曽有の損害をもたらした1年
未来を築く：エンジニアリング保険における最近の動向
2017年の世界の保険：堅調ではあるが成熟した生命保険市場が成長の足かせに
損害保険事業の収益性：ギャップに注意
死亡率改善：過去の解明と将来への枠組みの構築

2017

第１号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号

サイバー空間：複雑なリスクに取り組む
2016年の自然災害と人災：損害が広範囲に及んだ１年
2016年の世界の保険：成長エンジンの中国が力強く前進
保険：新興市場の発展に価値を付加
企業保険：イノベーションによる保険引受可能性の範囲拡大
保有生命保険契約の管理：消費者価値と長期的な収益性の改善

2016

第１号
第2号
第3号
第4号
第5号

2015年の自然災害と人災：甚大な損害を被ったアジア
フロンティア市場の保険事情
2015年の世界の保険：地域により差異があるなかで着実な伸び
21世紀の保険相互会社：バック・トゥ・ザ・フューチャー？
戦略的再保険と元受保険：カスタマイズされたソリューションの増加傾向

2015

第１号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号

新興国における健康維持のあり方：保険にできること
2014年の自然災害と人災： 損害の大部分をもたらした「対流性暴風雨」と「冬の嵐」
保険業界における合併と買収（M&A） 新しい波の始まりか？
2014年の世界の保険 ： 活気を取り戻す
財物リスクにおける過少保険：ギャップ縮小策の検討
デジタル時代の生命保険：行く手には抜本的な変革が

2014

第１号

2013年の自然災害と人災：
洪水とひょうによる大規模損害、台風ハイエン（Haiyan、台風第30号）がフィリピンを襲う
保険におけるデジタル販売 ： 静かに進行する変革
2013年の世界の保険 ： 景気回復に向けた舵取り
賠償責任保険の保険金請求トレンド ： 顕在化するリスクと景気回復の要因
介護はどうあるべきか？
高齢化社会に向けて持続可能な長期介護ソリューションを探る

第2号
第3号
第4号
第5号
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