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まえがき

スイス・リー・インスティテュートのリサーチ刊行物の中で最も重要な位置付けであるシグマは、今年で創
刊50周年を迎えます。 これまでの半世紀にわたってシグマは、 社会が直面する絶え間ないリスク環境
の変化、マクロ環境・規制環境と、 それらが保険市場に与える影響、 さらにはアンダーライティング・サイ
クルや販売チャネルのような業界固有のテーマについてリーダーシップを発揮してきました。 シグマは業界
有数のリサーチ出版物として、 世界のレジリエンスを高めようとするスイス・リーのビジョンの中核的役割を
担うものであり、今後もそうであり続けます。

2018 年の第1号として、 最近の主要な自然災害と人災についてそのデータと徹底した分析を記載した
年次レポートをここにお届けします。 自然災害についての最初のシグマは1969年に発行されましたが、そ
れ以降、 自然災害はシグマ・シリーズの主要テーマとなっています。 シグマ 1969年第12号：「自然災害
の威力に対する保険とその諸問題」 において、私どもの目的は 「自然の力がもたらす事象」 によって 「自
然と自然の破壊力の規模を指摘する」 ことにありました。 	

それから 50年、「自然の力」 は世界中のさまざまな地域に惨状をもたらし続けています。 2017年に未曽
有の大事故をもたらした自然災害は、 カリブ海諸国と米国を襲った一連のハリケーンでした。 シグマ1969
年第12号で 「暴風による大災害は世界各地で発生しているが、 最も高い頻度で襲われているのはカリ
ブ海諸国と米国東沿岸部と思われる」 と報告しているように、 大型ハリケーンが以前と同じ地域を何度
も襲っています。 また、 1969年以前では、 「保険金の支払が最も高額となった暴風年は1965年で、 そ
の年は 『ハリケーン・ベッツィ』 が米国保険史上最も高額な被害をもたらしたハリケーンとなり、 広く再保
険を通じて世界的規模で保険に影響を及ぼした。 動産損害を含め主として自動車および運送保険損害
で総額715百万米ドルが支払われた」 と報告しています 1。  

2017年のハリケーン・ハービー、 イルマおよびマリアによる保険損害総額の規模は米国国内総生産 （GDP）
のおよそ 0.5％に相当しますが、 インフレを考慮しても、 ハリケーン・ベッツィによる損害 （GDP の 0.2％） を
はるかに超える大規模損害となりました。 だからといって、 1965年にハリケーン・ベッツィが人々 の生活に
及ぼした影響が、 昨年に多くの人々 が経験したものほど壊滅的でなかったと言うものではありません。

自然災害事故はさまざまな形態で発生します。 少し挙げるだけでも、 ハリケーン以外の天候事象、 地震、
洪水、 山火事などがあります。 これからの 50年も、 気候温暖化や人口増、 あるいは都市化のような諸要
素の変化が、世界の自然災害による損害の可能性の原因となり、（そしておそらくはそれを増大させるため）、
自然災害リスクは今後も変化し続けるでしょう。 シグマは、自然災害事故のあらゆる側面について理解を深
めるべく今後も努力し続け、 これらの破壊的事象のリスクと悪影響の低減策を社会が発見できるよう支援
してまいります。

スイス・ リー・インスティテュートのウェブサイト （www.institute.swissre.com/sigma50years） にあるシグ
マ 50周年のセクションにアクセスいただき、 シグマの進化や私どもが提供する研究成果の幅広さと深さを
ご覧ください。

エデュアルド・シュミット		 ジェフリー・ボーン
グループ・チーフ・アンダーライティング・オフィサー	 スイス・リー・インスティテュート
グループ・エグゼクティブ・コミッティー・メンバー	 マネージング・ディレクター
スイス・リー	 スイス・リー・インスティテュート

1 シグマ	1969年第12号：自然災害の威力に対する保険とその諸問題、スイス・リー
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エグゼクティブサマリー

2017年の自然災害および大型人災による保険損害総額は1,440 億米ドルであった。 北大
西洋の活発なハリケーン・シーズンや、 さまざまな地域における一連の山火事と雷雨および
激しい降雨が、 単年度としては今までに記録された中で最高レベルの世界的な災害クレー
ムをもたらした。 経済的損害の総額は 3,370 億米ドルで、 2017年における全大災害の補
償ギャップは世界全体で1,930 億米ドルとなった。 全世界で11,000人以上が災害により死
亡または行方不明となり、 数百万人が家を失った。 	

昨年の損害における注目すべき特徴は、 大気に誘発されたリスク要因が大部分を占めたこ
とである。 とりわけ北大西洋におけるカテゴリー 4以上の一連のハリケーン （ハービー、 イル
マおよびマリア、 以下総称して 「HIM」 という） がカリブ海諸国、 プエルトリコ、 テキサス州お
よびフロリダ州西部に破壊の爪痕を残した。 暫定推定値によると、 HIM による保険損害総
額はおよそ 920 億米ドルとなった。 これらのハリケーンは短い期間で次 と々さまざまな地域
を襲い、 多くの保険種目に影響を及ぼした。 最終損害総額はすべての保険金支払手続き
が完了しないと判明しないが、 それでも 2017年は最も被害の大きかった北大西洋ハリケー
ン・シーズンの一つとして記録に残る可能性が高い。 都市化の進行、 危険度の高い沿岸
地域における人間社会の発達、 気候温暖化の影響などが強い影響力を及ぼしたが、 将
来的にもその影響力はさらに強まりそうである。

その他の災害としては、 山火事がカリフォルニア州の各所やその他の国に被害をもたらした。
全世界の山火事による昨年の保険損害額は史上最高となり、総額で140億米ドルとなった。
気温上昇や干ばつの長期化など、 将来の気候変動が大規模な火災事故の頻度と深刻さ
を引き続き増大させると予想される。 関連する保険損害もまた、 例えば森林や手付かずの
自然が残る地域に隣接して建てられた米国の数多くの新築家屋のように、 火災リスクにさ
らされた資産が増加するに伴い、 上昇するであろう。 	

また 2017年には多くの激しい降雨災害が発生し、 ますます都市化する世界の洪水災害に
対する脆弱性を際立たせた。 ヒューストンのような沿岸大都市は、 近年再三にわたり大型
の洪水災害を経験している。 そして、 昨年のモンスーン・シーズンには、 ネパール、 インドお
よびバングラデシュにおける長期間の極めて激しい降雨が大規模な損害をもたらし、 人命
を奪った。 降雨の激しさは制御できないが、 洪水防止対策や都市計画への投資を増加す
ることによってハザードの低減に努めることは可能である。 	

シグマ本号では HIM に関する特別章を設けている。 リスク管理の観点からいえば、 単一暴

風の損害規模に対する注目はさておき、 損害シナリオのモデル化を検討する場合には、 ハ
リケーンの頻度が重要な変数であることは HIM の経験が浮き彫りにしている。 ヒューストン
で広範囲な洪水をもたらしたハリケーン・ハービーの場合のように、 ハリケーンに付随し得る
膨大な降雨量といった派生的リスク要因についても同様である。 徴候からみると、 北大西
洋は引続きハリケーン活動の活発な局面にあることが示されており、 気象モデルは HIM 暴
風で観察されたさまざまな特徴が一段と頻繁に発生することを予測している。 そして、 その
結果、 将来的にハリケーンの集団的発生がさらに頻繁に起こる可能性がある。 これは懸念
すべきことであり、 HIM が最悪のシナリオを示しているわけではないことから、 なおさらのこ
とである。 スイス再保険会社の自然災害モデルには、 ハリケーンに起因する年間の保険損
害額が2,500 億米ドルを越えるさまざまなシナリオが含まれている。 社会的レジリエンスを
追求していくためには、 ハリケーンの集団的発生および暴風の形成に対する世界的な温暖
化の影響について、 さらなる研究が必要である。

カリブ海のコミュニティが HIM の猛威から復興するには長い時間がかかるだろう。 保険業界
からの支払が行われても、 無保険損害の額は依然として大きい。 カリブ海諸国災害リスク
保険機構が損害の一部を引き受け、 ハリケーン・イルマとマリアにより被害を受けたカリブ海
諸国を支援するため 5,400万米ドルを支払った。 これにより、 各国政府に、 災害直後の対
応策として流動資金が提供された。迅速な支払（14日以内）とそれに続く流動性の提供は、
損害全体に比べれば少額ではあるものの、 保険が提供できる大切なメリットを際立たせて
おり、 現存する補償ギャップの削減に保険がいかに有効であるかを物語っている。

2017年の大災害事故による保険損害は
過去最高の1,440億米ドル

2005年以降で最も大きな被害をもたらし
た北大西洋のハリケーン・シーズン

…そして山火事損害も過去最高の年とな
った

現在の都市環境の脆弱性を浮き彫りにし
た大洪水災害	

HIMと同等またはより大規模なハリケーン
災害が今後さらに多発する可能性がある

HIM のような災害事故からの復興につい
ては保険がすでに社会を下支えしており、
さらに多くのことが実施可能である
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2017年の大災害：グローバルな概観

事故件数：301件

シグマの基準によれば、2017年の世界の大災害は301件で、2016年の 329 件を下回った。

自然災害は 2016 年の192件に比べて183件となり、 人災は118件であった （137件から
減少）。

シグマの選択基準においては、 1事故あたりの経済的損害、 保険損害または被災者の状

況が下記のしきい値のうちいずれか1つを超えた場合の事故を大災害として分類している。

2017年には自然災害183件と人災118件
が発生

シグマの事故選択基準

図1 
1970~2017年の大災害件数推移  

	 出典：スイス・リー・インスティテュート
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表1 
シグマによる2017年の事故選択基準 保険損害額（保険金）:

海上損害 20.3百万米ドル

航空 40.7百万米ドル

その他損害 50.5百万米ドル

または経済的損害総額 101.0百万米ドル

または被災者数

死者もしくは行方不明者 20人

負傷者 50人

家を失った人 2,000人

出典：スイス・リー・インスティテュート
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犠牲者数：11,000人を上回る

2017年には、11,000人を上回る人々 が自然災害および人災により命を失うか行方不明となっ
た。 これは 2016 年を上回っているが、 それでもシグマの記録上はまだ単年度として最低記

録の1つである。 最も多くの人が犠牲になったのはシエラ・レオネにおける 8月中旬の地滑
りと洪水で、 1,141人が死亡または行方不明となった。 他にはインド、 ネパールおよびバング
ラデシュにおけるモンスーンの豪雨が1,000人を超える人命を奪った。 全世界で、 2017年
の自然災害による犠牲者は 8,000人を超えている。

2017年の人災による死亡者は、 2016 年のおよそ4,000人に比べて約3,000人となった。
エジプトのモスクにおける爆弾爆発により 311人が死亡し、 年度最悪の事故となった。 テロ
リズムによる犠牲者の総数は731人となり、 2016 年の 601人から増加した。 海上での惨
事による死亡者として報告された人の数は1,542人から1,163人へと減少しているが、 報告
されていない難民を乗せた小型船の沈没事故でさらに多くの死亡者があったと考えられる。
他の人災としては、 エチオピアのアジスアベバにおける廃棄物処理場の崩壊により 113人が
死亡した。 航空機災害による犠牲者は165人であったが、 そのほとんどは 6月のミャンマー
における航空機墜落による死亡者122人である。 	

経済的損害総額：3,370 億米ドル	

2017年の世界全体の自然災害と人災による経済的損害の推定額は 3,370 億米ドルであっ
た。 これは 2016 年総額 （1,800 億米ドル） のほぼ 2倍に近く、 インフレ調整後の過去10
年平均1,900 億米ドルをはるかに上回っている。 2017年の大災害による損害は、 世界の
国内総生産 （GDP） の 0.44％に相当するが、 これはこれまでの10 年平均の 0.25％を大
幅に上回っている。 	

2017年の自然災害関連の経済的損害額はおよそ3,300 億米ドルで、 そのほとんどはハリ
ケーン、 激しい暴風、 山火事、 洪水、 および北米・カリブ海諸国・欧州におけるその他の
気象事象によってもたらされた。 経済的損害のうち、 人災によるものは70 億米ドルと推定
され、 2016 年の100 億米ドルから減少している。

自然災害による死者もしくは行方不明者
は8,000人を上回り…	

…人災では約3,000人が亡くなった

2017年の経済的損害は10年間平均をは
るかに上回る

世界における自然災害関連の損害額は
およそ3,300億米ドルだった

図2  
1970~2017年の犠牲者数推移

	 注：この目盛は対数で表されており、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

1 1970年:	バングラデシュの暴風

2 1976年：唐山地震、中国

3 1991年：熱帯性サイクロン・ゴルキー、　　　　
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4 2004年：インド洋の海洋地震と津波

5 2008年：熱帯性サイクロン・ナルギス、　　　　
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6 2010年：ハイチ地震

7 2013年：台風ハイエン、フィリピン

8 2015年：ネパール地震
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2017年の大災害：グローバルな概観

表2  
2017年の経済的損害 
（単位：10億米ドル、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　世界のGDPに対する割合％）

地域 10億米ドル GDPに対する割合（％）

北米 244 1.17%

中南米およびカリブ海諸国 32 0.59%

欧州 24 0.12%

アフリカ 3 0.14%

アジア 31 0.11%

オセアニア/オーストラリア 3 0.22%

海上/宇宙 0

合計 337

世界合計 0.44%

10年間平均* 190 0.25%

*インフレ調整後

出典：スイス・リー・インスティテュート

保険損害額：1,440 億米ドル

2017年に保険が補てんした損害額は1,440 億米ドル近く、 これは自然災害と人災による
経済的損害の 5分の 2を上回っており、 シグマにおけるこれまでの記録で最大となった。

保険金請求額は 2016 年の 560 億米ドルから増加し、 インフレ調整後の過去10 年間の
平均値580 億米ドルを上回った。 年間損害額が記録的なレベルとなったのは、 米国にお
ける 3件の大型ハリケーン （ハービー、 イルマおよびマリア）、 カリフォルニア州における山火
事の発生、 米国や世界各国で発生した数多くの雷雨や暴風および深刻な気象事象にかか
わる支払に起因している。 自然災害全体として 1,380 億米ドルに近い保険金支払をもたら
す結果となったが、 これは過去10年間の平均値 （500 億米ドル） を大幅に上回っている。
人災による保険損害額はおよそ 60 億米ドルで、 2016 年の 80 億米ドルを下回った。

2017年の自然災害関連の保険損害額は世界の GDP の 0.18%、 世界の損害保険の元受
保険料 （DPW） の 8% に相当するが、それぞれ過去10年間の平均値0.07% および 3.2％
を上回っている。 自然災害と人災による保険損害額は、GDP の 0.19% および DPWの 8.7%
となった。 	

保険損害額は1,440億米ドルとこれまでの
記録で最大であり…

…GDPの0.19%に相当

図3 
1970～2017年の大災害による 
保険損害額の推移 
（単位10億米ドル、2017年の価格）

	 出典：スイス・リー・インスティテュート
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1	 1992年：	ハリケーン・アンドリュー

2	 1999年：	冬の嵐ロタール

3	 2001年：	ワールド・トレード・センター

4	 2004年：	ハリケーン・アイバン、チャーリー、						

																		フランシス

5	 2005年：	ハリケーン・カトリーナ、リタ、ウィルマ

6	 2008年：	ハリケーン・アイク、グスタフ

7	 2011年：	日本、ニュージーランド地震、タイ                  

                  の洪水

8	 2012年：	ハリケーン・サンディ

9	 2017年：	ハリケーン・ハービー、イルマ、マリア



Swiss Re sigma	No	1/2018	 5

2017年における世界最大の保険損害事故はカリブ海諸国およびプエルトリコにおけるハリ
ケーン・マリアであり、 320 億米ドルの保険金支払をもたらした。 その次に被害が大きかった
事故は、 ハリケーン・イルマとハービーであり、 それぞれ 300 億米ドルの推定保険損害をカ
リブ海諸国から米国にかけてもたらした。 10 億米ドル以上の保険金損害額をもたらした災
害は、 2016 年の12件から増加して 15 件であった。 	

図 4 は、 保険補償ギャップと呼ばれる保険損害額と経済的損害額の差額の推移を示して
いる。 これは保険により補償されていない、 大災害による金銭的損害である。 2017年の世
界における保険補償ギャップはおよそ1,930億米ドルであった。 過去26年にわたり経済的
損害額の増加率は保険損害額の伸びを上回っている。 10 年移動平均で見ると、 1991年
から2017年の間に保険損害額は5.4%増加したが、経済的損害額は5.9%の増加であった。

2017年最大の保険損害事故はハリケー
ン・マリア

2017年の世界における保険補償ギャップ
は1,930億米ドル

図4 
1970～2017年の保険損害額 対 
無保険損害額 
（単位：10億米ドル、2017年の価格）

	 出典：スイス・リー・インスティテュート
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2	サファ・シンプソン・スケールは、ハリケーンの持続風速に応じて、ハリケーンの勢力をカテゴリー1から 5 に分類する。
カテゴリー3以上の暴風雨は大型ハリケーンとみなされる。 https://www.nhc.noaa.gov/aboutsshws.php を参照。

3　2012 年に上陸したハリケーン・サンディはカテゴリー1であった。
4		E.S.	Blake、 D.A.	Zelinsky、 国立ハリケーン・センター熱帯低気圧報告書 ー ハリケーン・ハービー、 米海洋大気局、

（2018 年1月23日、 29018）、 https://www.nhc.noaa.gov/data/tcr/AL092017_Harvey.pdf
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2017年で最も多額の損害を発生させたのは熱帯低気圧である。 地域別で見て、 最も多
額の保険損害を出したのは北米であり、 その原因の大半はハリケーンである。 また、 2017
年にはアジアおよび米国を始めとする地域が記録的な洪水にみまわれる一方、 多くの地域
で大規模な山火事が発生した。

北米

北米では、 2017年の災害事故による保険損害額は1,191億米ドルとなり、 全地域の中で
最大であった。 損害額の大半はハリケーンによるものであった。 2017年の北大西洋ハリケー
ン・シーズンには名称の付された暴風が17件発生し （2016 年は15 件）、 うち10 件がハリ
ケーンとなり （2016 年は 7件）、 6 件が 「大型」 （サファ・シンプソン・スケール 2 でカテゴリー
3以上） であった。 大型暴風の米国への上陸はここ12年間なかったが、 2017年はカテゴ
リー 4以上のハリケーンが3件上陸するという記録的な年になった 3。

2017年 8月25日に米国に上陸したハリケーン・ハービーは、 2005 年のハリケーン・ウィル
マ以来の大型ハリケーンとなった。 ハービーは上陸後、 大幅に勢力を弱めたが、 テキサス州
湾岸地帯に停滞し、 空前の累積降雨量をもたらした。 この結果、 ヒューストンを含む最も人
口密度の高い湾岸地帯の一部が甚大な洪水被害をこうむった。 ハービーによる経済的損
害総額は約 850 億米ドル、 保険損害は 300 億米ドルであった。 ハービーによってもたらさ
れた降雨量は、 1880 年代に信頼に足る記録が取り始められて以来、 熱帯低気圧によるも
のとしては米国史上過去最大である 4。 テキサス州の約20万戸が浸水し、 50万台の車
両が被害を受けた。 ヒューストン大都市圏の家屋の約 80％は洪水保険の対象になっておら
ず、 大幅な補償ギャップの存在が示唆される。

ハービーは 3年連続でヒューストン大都市圏を襲った大型内陸洪水災害となった。 2015 年
と 2016 年にも大規模な雷雨が大量の雨と洪水をもたらした。 洪水が定期的に発生すると
いうことは、 ヒューストンの浸水に対する脆弱性を浮き彫りにするものである。 ヒューストン大
都市圏の範囲は過去15年で大きく拡大し、 それに伴う郊外のスプロール化が、 極端な大
雨が降った場合に鉄砲水が発生しやすい氾濫原を拡大させてしまった。 舗装された地表

地域別に見ると、2017年に最も多額の保
険損害を出したのは北米

表3 
2017年の地域別事故、 
犠牲者、ならびに 
経済的損害および保険損害

注：構成比は四捨五入の関係で合計が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

保険損害 経済的損害

地域 件数 犠牲者 構成比（％） 10億米ドル 構成比（％） 10億米ドル 構成比（％）

北米 66 466 4.1% 119.1 82.5% 244.2 72.4%

中南米およびカリブ海諸国 19 1375 12.1% 5.1 3.5% 31.6 9.4%

欧州 46 536 4.7% 12.0 8.3% 23.7 7.0%

アフリカ 40 2919 25.6% 0.8 0.5% 2.9 0.9%

アジア 112 5546 48.6% 5.0 3.5% 31.2 9.2%

オセアニア/オーストラリア 5 100 0.9% 2.1 1.4% 3.3 1.0%

海上/宇宙 13 462 4.1% 0.3 0.2% 0.3 0.1%

世界 301 11404 100.0% 144 100.0% 337 100.0%

2017年の北大西洋ハリケーン・シーズン
は近年で最も活発かつ破壊的なものの
一つであった

ハリケーン・ハービーは熱帯低気圧として
は記録的な降雨量をもたらし、 甚大な洪
水被害を発生させた	

ハリケーン・ハービーはヒューストン大都市
圏の洪水に対する脆弱性を改めて証明



5 シグマの本号に掲載の文章は、 2018 年 2月後半時点で最終稿としている。
6 ブリティッシュコロンビア州山火事サービス、 ブリティッシュコロンビア州、 2018 年 2月4日、
　　http://bcfireinfo.for.gov.bc.ca/hprScripts/WildfireNews/Statistics.asp を参照のこと。
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面積が拡大するにつれて、 雨水は地中に吸収されることなく、 地表に沿って走る降水を増
やしている。

 

ハリケーン・ハービーから間もなく、カテゴリー 5の勢力を3日以上にわたって維持したハリケー
ン・イルマが来襲、 多くのカリブ海諸国に甚大な被害をもたらした （中南米およびカリブ海諸

国のセクションを参照のこと）。 9月10日にカテゴリー 3 の勢力で米国に上陸した時点では、

強風、 高潮、 豪雨が重なった複合的な洪水が発生し、 フロリダ州西部およびサウスカロラ
イナ州に被害をもたらした。マイアミやタンパなどの人口密集地はイルマの来襲を逃れた。 イ
ルマの経済的損害額は670 億米ドル、 そのうちの 300 億米ドルが付保されていた。 その 2
週間後にはハリケーン・マリアがやってきて、 再びカリブ海諸国とアメリカ合衆国準州のプエ
ルトリコを襲った。 マリアは1928 年以降、 プエルトリコを襲ったハリケーンの中で最大のもの
となり、 水道システム、 送電網、 交通網、 通信網、 エネルギー施設を含む島のインフラに
甚大な被害を及ぼした。 このイベントから 3カ月以上経過した 2018 年 2月現在、 プエルト
リコは未だに非常用電源に頼っていた 5。 マリアによる保険損害額は総額320 億米ドルと推
定されている。 	

ハリケーンとは別に、 2017年は竜巻が頻発した年でもあった。 米海洋大気局 （NOAA） の
暴風予測センターの暫定数値によると、 2017年は米国で1,522件の竜巻が発生したが、
これはドップラー・レーダーによる観測が始まって以来の年間平均発生件数1,221件を上
回る。 竜巻の大発生と雷雨 （激しい対流性暴風雨） による保険損害額は 2016 年 （200
億米ドル） に肩を並べる190 億米ドルと推定されているが、 これは過去10年の年間平均
である150 億米ドルを上回っている。 10 億米ドル以上の損害をもたらした激しい対流性暴
風雨は6件発生したが、その最大のものは春にコロラド州デンバーを襲ったひょうを伴う嵐で、
保険損害額は 25億米ドルに達した。 また、 米国では 2016 年の 37件を下回る 32件の
激しい雷雨が発生したが、 これは過去10年間の平均件数 （26 件） を上回るものである。

10月と12月に山火事が発生し、 カリフォルニア州北部と南部	のそれぞれに記録的な損害
をもたらした （カリフォルニア州の山火事：エクスポージャーの拡大で記録的損害の項を参照）。

ソノマ郡とナパ郡で発生したタブス火災では最大数の構造物が焼失し、 保険損害額が 77
億米ドルに達するなど、 シグマの記録上最も被害の大きい山火事となった。 2017年はカナ

ダでも山火事が発生した。 7月にはブリティッシュコロンビア州で1,300 件以上の火災が発
生し、 120万ヘクタール以上の土地が焼失、 2017年は焼失面積で同州始まって以来の最
悪の山火事の年となった 6。 2017年は世界的にも記録的な火災発生の年となり、 世界の
山火事による保険損害額は140 億米ドル超に達し、 過去最高を記録した。

ハリケーン・イルマおよびマリアはカリブ海
諸国とプエルトリコに壊滅的損害をもたら
した

昨年は竜巻や激しい対流性暴風雨によ
る保険損害が平年を上回った

2017年は山火事による損害額が世界的
に最も多額になった年である



7 カリフォルニア州の山火事に関する要約、 カリフォルニア州消防局、 2017年10月30日、	http://calfire.ca.gov/
communications/communications_StatewideFireSummary

8 破壊的山火事上位 20 件、カリフォルニア州消防局、2018 年1月12日、http://www.fire.ca.gov/communications/
downloads/fact_sheets/Top20_Destruction.pdf

9	プロパティ・ クレーム・サービシス （PCS） の保険損害額に関する推定を参照のこと、 https://www.verisk.com/
insurance/products/propertyclaim-services/estimates-of-insured-property-loss/
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カリフォルニア州の山火事： エクスポージャーの拡大で記録的損害額
世界の山火事による損害額はここ数十年で大きく増加した。 これは山火事損害の発生件
数が最大であった北米にもあてはまる。 図 5 は、 1980 年以降の米国およびカナダにおけ
る山火事関連の保険損害額の大幅な増加状況と、 2017年の記録的な損害状況を示した
ものである。 気候変動やエクスポージャーの拡大がこうした傾向の原因と見られる。

 

2017年はカリフォルニア州で記録的な山火事が2件発生した。 1件は10月に発生したカリ
フォルニア州北部の山火事であり、 もう1件は12月に発生したカリフォルニア州南部の山火
事である。これらのイベントで総額130 億米ドル近くの保険損害が発生した。最初に、 10月
にカリフォルニア州北部の 8 つの郡で 250 件の山火事が発生し、 サンフランシスコの北に位
置する峡谷地帯10万ヘクタール近くが焼失、 およそ 8,900 の構造物が崩壊した 7。 この山
火事にはタブス火災も含まれており、 森林15,000 ヘクタール以上が焼失、 5,600 以上の
構造物が崩壊し、構造物の被災件数ではカリフォルニア州史上最悪の破壊的山火事となっ
た 8。 また、 10月の山火事にはアトラス火災およびメンドシノ湖地域の火災群も含まれ、 そ
れぞれ 20,000 ヘクタールと15,000 ヘクタールが焼失し、 これも広範囲に渡る被害を発生
させている。 ナパ郡とソノマ郡のブドウ園も焼失し、 一部のワイン醸造業者は今後数年間に
わたって生産量の減少が避けられない状況が予測される。

カリフォルニア州北部で発生した10月の山火事による保険損害額の総額は、 2018 年1月
現在で過去最高となる109 億米ドル以上に達したと推定されている。 このうち、 タブス火
災だけで 77億米ドルを占めると推定されており、 米国で発生した山火事で最も損害額の
大きいイベントとなった 9。 シグマの記録によると、 世界の山火事で損害総額が過去最高と

なった 5件の山火事のうち、3件がカリフォルニア州で発生した 2017年の山火事である （図
6 を参照）。

10月はカリフォルニア州北部で大規模な
森林火災が発生	

2017年10月のタブス火災による損害額は
山火事災害としては過去最高

図5  
10年ごとに見た1980年以降の米国および 
カナダにおける山火事関連の保険損害額 
 の推移（単位：10億米ドル、2017年価格）

	 出典：スイス・リー・インスティテュート
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10  トーマス火災、 カリフォルニア州消防局、 2018 年1月12日、 http://www.fire.ca.gov/current_incidents/	
					incidentdetails/Index/1922
11  カリフォルニア州北部地帯で過去最大雨量を上回る、 スクリップス海洋研究所、 2017年 4月13日、 https://
				 scripps.ucsd.edu/news/northern-california-justsurpassed-wettest-year-record。 豪雨で同州の貯水池の貯水		
				量は完全に回復したが、 2017年に入ってからの数カ月は各地で大規模な洪水や土砂崩れが発生するなど、 最
				悪の結果ももたらした。
12	D.	Swain、 「2017年はカリフォルニア州史上最も暑い夏」、 Climate Signals （ベータ版）、 2017年 9月9日、
				http://www.climatesignals.org/headlines/2017-hottest-summer-california-history
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12月には第二波の山火事群が今度はカリフォルニア州南部で発生し、 12万4,000 ヘクター
ル以上が焼失した。 この大発生にはベンチューラ郡とサンタバーバラ郡を襲ったトーマス火
災が含まれているが、 これは 2018 年1月まで燃え続け、 11万4,000 ヘクタールが焼失、
焼失面積でカリフォルニア州最大の山火事となった 10。 カリフォルニア州南部の山火事で崩
壊した構造物の件数はカリフォルニア州北部より少なく、 保険損害額も大幅に下回った。 カ
リフォルニア州南部で最も高額の損害をもたらした 3 つの山火事 （トーマス火災、 クリーク火
災、 ライラック火災） の推定保険損害額は、 現在のところ 21億米ドルであるが、 正確な金
額はこれから明らかになるだろう。

2017年にカリフォルニア州で発生した山火事の原因は多くの場合、 正確には判明していない
が、 同州の気候条件・水理学的条件が、 地獄絵図を完璧にセッティングするものとなって
しまった。 2011年12月から 2016 年後半の数年間にわたって乾燥状態が続いたが、 2016
年から 2017年にかけての冬場には待望の降雨に恵まれ、 カリフォルニア州北部は最多雨
量の冬となった 11。冬場の降雨は年度後半の山火事の頻発に直結した。 大量の降雨と降雪
で灌木や低木、 雑草が急速な成長を促されたが、 早春になって融雪が進むと、 湿潤な土
地はあっという間に乾燥し、 カリフォルニア州は記録的な猛暑の夏を迎えることになった 12。
夏場を通じて土地の乾燥状態がさらに進み、 冬場の湿潤な気候で密集して成長した植物
が完全に干上がった。 こうした状態に、 サンタアナ・ウィンドやディアブロ ・ウィンドなどの秋の
突風が東の方角からカリフォルニア州をめがけて温暖で乾燥した空気を送り込んだことが重
なって、 その後の山火事を一段と深刻化させた。

焼失面積では2017年12月のトーマス火
災がカリフォルニア州で発生した山火事の
中で過去最大のものとなった

乾燥状態が長期間にわたって続いたこと
で大規模火災が誘発された

図6 
世界の山火事による 
保険損害額上位10件 
（単位：10億米ドル、2017年価格） 

	 出典：スイス・リー・インスティテュート
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13		A	LeRoy	Westerling、 「米国西部における森林火災発生件数の増大：春の期間の変化に対する感応度」、 英  
    国王立協会出版、 2016 年 5月23日、 http://rstb.royalsocietypublishing.org/content/371/1696/20150178
14	同上
15 気候変動指標：山火事、 米環境保護局、 2016 年 4月、 https://www.epa.gov/climate-indicators/climate-
				change-indicators-wildfires
16 山火事、荒野、そして人々 ：原野と都市域の接点区域における山火事への理解と備え、米国農務省、2013 年1月、
				https://www.fs.fed.us/openspace/fote/reports/GTR-299.pdf
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被害はなぜ拡大し続けるのか？
米国およびカナダの西部地域における近年の大規模山火事による損害について、 その頻度
と規模に見られる傾向が問題視されている。 山火事シーズンは山火事が最初に発見された
時点から最後に制圧されるまでの期間と定義されるが、 重要な傾向の一つは、 これが長期
化していることである。 2003～2012年の山火事シーズンは1973～1982年よりも平均し
て 84日ほど長期化している13。 この長期化は大規模火災の存続期間の長期化と符合す
る。 すなわち、 1973～1982年には大規模火災の鎮火までの日数は平均 6日であったが、
2003～2012年には 50日を超えていたのである。

さらに、 大規模な山火事イベント （400 ヘクタール超） の発生頻度も増している。 1973 年
から 2012 年にかけて、 米国フォレストサービス、 国立公園局およびインディアン管理局が
管轄する米国西部における大規模な山火事の発生件数は10年ごとに 20 件前後増加して
いる14。 この結果、 1983 年から 2015 年のデータに見られるように、 山火事による焼失面
積も毎年増加している 15。 しかし、 こうした傾向は米国西部における空間的平均値に基づく
ものであり、 局地的な傾向はやや異なり得ることに注意することが重要である。 	

北米においては、 山火事リスクの拡大はエクスポージャーの変化と気候変動によるものであ
ることが広く認識されている。 エクスポージャーに関しては、 未開発の自然林野地域や植物
群生地帯の中の原野と都市域の接点区域 （WUI）、 またはこれに隣接する地域の資産は、
森林火災や山火事の残り火に近いことから、 山火事リスクの影響をとりわけ受けやすい 16。
1990 年以降、 米国の新築住宅の 60％が WUI 内に建てられており、 山火事の制圧が困
難な地域における想定最大損害額は一段と増加している。 1990 年から 2010 年にかけて、
WUI 内に建てられた住宅戸数は 3,080万戸から 4,380万戸へと、 42％も増加している。  

山火事シーズンの長期化が観察される…

…また、大規模火災の発生頻度も増して
いる	

荒野・都市部境界面における開発の増加
がより多くの人々 や資産をリスクにさらす	

表4 
米国における原野と都市域の 
接点区域の拡大状況（1990～2010年）

 

	 	出典：2010年の米国における原野と都市域の接点区域、米国農務省、2015年6月、https://www.

fs.fed.us/nrs/pubs/rmap/rmap_nrs8.pdf

面積（平方キロメートル） 住宅戸数（百万戸） 人口（百万人）

1990年 580 000 30.8 73

2000年 690	000 37 86

2010年 770 000 43.8 99
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WUI における開発を主導した要因には人口増や住宅に対する好み、 別荘需要などがある。
山火事リスクの拡大に寄与したもう1つの要因としては木材の伐採や放牧方法の変化があ
り、 これが可燃性バイオマスの集積を拡大させている。 また、 カブトムシの活動で樹木の乾
燥に拍車がかかり、 より燃えやすくなるなど、 昆虫の繁殖も要因となっている。

気温の上昇や地表の乾燥を含む気候変動が見込まれることから、 大規模な山火事の頻度
と損害規模は今後も増加し続けるものと思われる。 米国およびカナダの西部地域は、 冬季
には寒冷かつ降雪量が多い一方、 夏場は温暖で乾燥状態になる傾向にある。 近年の全
般的な温暖化で寒冷かつ降雪量の多い冬場における積雪量が減少し、 春の到来を早めて
いる。 その結果、山火事の発生と拡大が起こりやすい温暖で乾燥した夏が長くなっている。 	

山火事リスクは標準的な住宅総合保険契約に含まれている。 科学者は山火事発生の環境
条件を熟知しているが、山火事発生と鎮圧に果たす人間の役割が予測不能であることから、
山火事リスクのモデル化には困難が伴う。 そして、 いったん発生すると、 山火事の広がりや
制圧の容易性は、 風や気温、 湿度といった多くの環境条件によって影響される。 保険リス
クの価格設定に伴うさまざまな難題にもかかわらず、 極めて多額かつ増大し続ける山火事
による損害額の発生を前にして、 計画、 建築方法、 さらにはエクスポージャーの低減を通じ
たレジリエンス向上の重要性が浮き彫りになっている。

同時に、木材の伐採やその他の要因で可
燃性バイオマスの集積が拡大

気候温暖化で山火事リスクがさらに増大
すると予想

山火事発生における人的要因により、山火
事リスクのモデル化には困難が伴う	
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米国ハリケーンによる保険損害額が米国業界資本に占める割合*
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ハリケーン・アンドリュー：単一のハリケーンが世界の元受保険業界、再保険業界をいかに変えたか 

1992 年のハリケーン・アンドリューは、 元受保険業界・再保険業界の発展を促す転換点と
なった。 2005 年のハリケーン・カトリーナをはじめ、 その後のハリケーンによる保険損害額は、
はるかに高額となったが （下図を参照）、 ハリケーン・アンドリューによる損害額は、 大災害
によって発生し得るものとして当時推定されていた最大損害額をはるかに上回るものであっ
た。 アンドリューの損害規模によって、 元受保険業界・再保険業界の事業運営は根本的な
変化を促された。 特に重要な変化は、 業界が科学的なモデル化を受け入れ、 再保険会
社の世界的な分散化が進んだことにある。 同時に、 オフショアの再保険スタートアップ企業
と大災害リスクの証券化の出現により、 市場の細分化も進んだ。 市場全体としては、 新規
投資家資本に対する参入障壁の低下や、 資本市場との融合で流動性が一段と高まり、 安
定性が高まった。  

シグマは 50 年間にわたり災害情報を収集し、 包括的なデータ・ シリーズを構築しているが、

これによると年を追うごとに自然災害や人災による保険損害が増加していることが示されて
いる。 重要な節目は1987年にやって来た。その年の10月に英国およびフランスを襲った「グ
レート ・ストーム」 は、 単一の発生災害による保険損害額としては過去最高となる10 億米
ドル（1987 年価格）を超えた。 その後の数年間にわたり、損害額 10 億米ドルの災害が毎年、
少なくとも1件発生した。 そして 1992 年 8月にハリケーン・アンドリューが来襲したのである。  

ハリケーン・アンドリューはカテゴリー 5 の勢力でフロリダ州南部を襲った後、 カテゴリー 3 の
勢力でルイジアナ州の南中央部を襲った。 1992 年のアンドリューの最大風速は毎時 269 キ
ロメートル、 高潮も発生したことから保険損害額は 160 億米ドル （2017 年価格で 270 億
米ドル） に達した。 この保険損害額は、 それまでで最も損害額が多かった 1991 年の台風
19 号（日本：国際名ミレーレ）の保険損害額 56 億米ドルのほぼ 3 倍に相当する。 アンドリュー
の経験から、 発展によって人口密度が上昇し、 自然災害に対する脆弱性の高まった湾岸地
域がどれだけ経済的損害をこうむり得るかが明らかになった。 アンドリューによる巨額の保険
損害は 1992 年の米国保険業界の資本の 9.5％に相当し、 単独州で営業する損害保険会
社数社が廃業に追い込まれた。 しかし、 アンドリューは元受保険業界、 再保険業界全体の
発展という意味ではるかに広範な影響を及ぼした。

世界の元受/再保険市場の根本的変化

ハリケーン・アンドリューでCATモデルの開発に弾み： ハリケーン・リスクを評価するための最
初のCATモデルは1980年代後半に開発されたが、普及はしなかった。こうした状況はアンドリ
ュー後に変わったが、その理由はモデルの信頼性がアンドリューによって立証されたためで、以
後は広範に活用されるようになった。継続的なデータの収集とコンピューターの計算能力の
急激な伸びで、CATモデルは飛躍的に高度化された。格付け会社が保険会社の財務力を
評価する手段としてCATモデルを利用したことも普及に貢献した。今日では、ソルベンシー規
制でさえCATモデルの利用を前提にしている。

災害リスクの証券化（例えば、CATボンド）はアンドリュー来襲後に始まった： 証券化は災害
再保険市場におけるリスク負担キャパシティをさらに拡大させようとする動機付けから始まっ
たものである。キャパシティの拡大は、1980年代後半から1990年代初頭にかけてのロイズ危
機、さらには米国のアスベストや環境賠償責任にかかわる保険請求の急増など、さまざまな
要因で再保険資本が不足していたことから重要なことであった。多くのオフショア・スタートアッ
プがバミューダで設立され、アンドリューが来襲して以来、特に米国の大災害リスクに関しては、
オフショア資本が再保険キャパシティの重要な源泉となっている。

アンドリュー来襲以降、フロリダ州は大災害リスクのファイナンスと低減、危機管理の実験室と
なった： アンドリュー来襲後、民間セクターの資本が市場から手を引いたため、州政府が最終
手段の保険会社としての役割を拡大した。フロリダ州は、住宅所有者や事業者に手頃な価格
で保険を提供するため、機能を充実した新規の元受保険組織を設立するとともに、強制的
な公共大災害再保険基金であるフロリダ州ハリケーン災害基金（FHCF）を創設した。また、州
当局はハリケーンに対する備えや危機管理、さらには災害復旧に向けた対策の改善を進め
た。そして、1992年12月には、米連邦緊急事態管理局（FEMA）がハリケーン・アンドリューから得
られた知見に基づく報告書を発表している*。この報告書では、より強靭な建築資材、建築
技術、建築基準法の遵守、品質規格および検査に重点を置き、ハリケーンの今後の損害低
減方法について提言している。

* 建物の性能：フロリダ州におけるハリケーン・アンドリュー － 判明した事項、提言および技術ガイダン

ス、FEMA、1992年12月21日

フロリダ州南部 
カテゴリー5

ルイジアナ州の        
南中央部 
カテゴリー3

270億米ドル 
保険損害額 
（2017年価格）

アンドリューの最大風速

269 km/h 

*注：この図の保険損害額の数値には全米洪水保険制度（NFIP）からの支払は含まれていない。

出典：スイス・リー・インスティテュート 

ハリケーンによる保険損害額

（単位：10憶ドル、2017年価格）
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					blog/2017/4/18/1240-pm-cold-wave-hits-europe
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				 after-frost-damage
20	「4月の霜害で果物の収穫に大打撃」、 Deutscher Bauernverband、 2017年 8月、 http://www.
					bauernverband.de/?redid=801452
21 甚大な作物被害を国が救済、マイン・ポスト、 2017年 9月19日、
			 	http://m.mainpost.de/ueberregional/bayern/Franken-Landwirtschaftsminister-Versicherungen-
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22 1900 ～ 1999 年の 100 年間の記録、 Wetterzentrale、 2003 年 4月、 http://old.wetterzentrale.de/cgi-bin/	
				 webbbs/wzconfig1.pl?noframes;read=93
23	2017 年の極端な天候格差：農業の被害は総額 2 億 5,000 万ユーロ、 Die	österreichische			
					Hagelversicherung、 2017年 9月、 https://www.hagel.at/site/index.cfm?objectid=685A917D-5056-A52F-		
					54948A1BBA5ACA5F&refid=2C81258A-3005-4277-CFC40E405708392F
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欧州

欧州では、 2017年に自然災害と人災がもたらした経済的損害は 237億米ドルであった。
そのうち120 億米ドルは保険業界により補てんされた。 損害の大部分は、 一連の暴風と、
年初の突然の寒波、 その後の干ばつなど、 極端な天候により発生した。 春の終わりには多
くの国 を々寒波が襲い、 異例の暖冬で例年より早く開花していた作物に霜害を与えた。 経
済的損害は推定40 億米ドルで、 そのうち保険が付保されていたのは 9 億米ドルだった。
過去数年、 しばしば成育期間が早期に始まるようになり、 このため、 霜が降りた場合の作
物被害が増幅されている。

春の終わりの突然の寒波による霜害が欧州の農産物に霜害をもたらした
2月、 3月は通常より温暖で、 作物が早く発芽し、 急速に成長していたため、	2017年は欧
州の農家にとって良い年になると見られていた。 しかし、4月中旬に気候が劇的に変化した。
北からの低気圧が冷たい寒帯気団を中欧および東欧、 そしてイベリア半島にもたらした 17。
この寒波によって、 気温は一晩で摂氏零度を下回り、 最終的に欧州のほとんどの地域が被
害を受けた。 またこの低気圧は、 降雪と地表の霜をもたらした 18。

とりわけこの地表の霜は甚大な被害をもたらした。 2017年の寒波は経験上最悪のものだっ
たと多くの農家が断言している。 欧州全体における農業の経済的損害は少なくとも 40 億
米ドルにのぼり、うち22%が付保されていた。損害が最も大きかったのはフランスとイタリアで、
主としてブドウ園の損害に由来している。 霜はブドウ園に絶えず付きまとう大きなリスクであ
る。 フランスではボルドーなどのワイン生産地の約 60%が凍結被害を受け、 ブドウの生産
高は過去 60年で最低の水準に落ち込んだ 19。 農家は自分たちのブドウ園を守ろうと、 ブド
ウの木を温めるために発熱トーチ、 送風ファン、 スプリンクラーの設置も試みた。 しかし、 こ
うした対策が奏功したのは、 零度をわずかに下回る程度の気温低下に止まり、 かつ寒風が
一切吹かなかった地域だけであった。

果樹農家も大きな打撃を受けた。 例えばドイツの場合、 霜害によりリンゴ園の生産高が約
50%減少した 20。 損害の規模が大きく、 一部の農家が借り入れを余儀なくされたことから、
被災農家に対して国が保証する災害救援基金が適用された。 このようにドイツで霜害が自
然災害の 「変数」 と認識されたのは初めてのことである 21。 	

気候変動で作物の生育の早期化が予想されていた
2017年春の終わりにやってきた突然の寒波は、 気象学的には異例ではない。 こうした突
然の寒波は、地域や標高によって 2年から 4年の周期で発生している 22。 異例だったのは、
2月と 3月の高温である。 このため、 果樹やブドウ園の成育期が例年より 14日前後早く始
まり、 作物が通常より早く開花した 23。 早期に成育が始まったところに急激に気温が低下し

2017年の欧州の自然災害と人災による
保険損害額は120億米ドル

春の終わりに突然やって来た寒波が欧州
の農業に深刻な被害を及ぼした…

…そして経済的損害は少なくとも40億米
ドルにのぼり、その大半は付保されていな
かった

ワイン生産者と果樹農家が特に大きな被
害を受けた

暖冬で作物が早く発芽したことも損害の
規模に影響した



24		「気候変動が高地の春霜リスクを高める」、雪・雪崩研究所、 2017年 9月、 https://www.slf.ch/en/	
						news/2017/09/spring-frost.html
25  2017 年暫定森林火災報告書、 Instituto	da	Conservão	de	natureza	e	das	Florestas、 2017年10月3日、		
					 http://www2.icnf.pt/portal/florestas/dfci/Resource/doc/rel/2017/10-relprov-1jan-31out-2017.pdf
26  2017 年ポルトガル本土気候バランス速報、 Instituto	Portugues	de	Mar	e	da	Atmosfera、 2017年
				 12月29日、 http://www.ipma.pt/resources.www/docs/im.publicacoes/edicoes.online/20171229/
					fVhUCTqvyGjAJEZEUlwS/cli_20170101_20171229_pcl_aa_co_pt.pdf
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たため、 成育段階で最も重要かつ悪影響を受けやすい時点で霜害を受けたことが被害を
さらに大きくした。

気候変動によって、暖冬や早い春の到来の頻度が高まると見込まれる。 春の終わりの霜害
の頻度と度合いは長期的にあまり変わっていないことから、作物の成長が早まり、成育シーズ
ンが長期化し、早期に作物が成長すると、 ますます突然の寒波の影響を受けやすくなる 24。
冬期を中心とした温暖化は、 侵入種や病気の蔓延につながるため、 農業にとって新たな
課題にもなっている。 加えて、 気候変動によって干ばつ・豪雨・暴風などの頻度や程度が
拡大する可能性があることも農業者の生計に影響を及ぼす。

寒波の後は気温が上昇し、 欧州の夏を熱波が襲った。 ポルトガルでは高温と強風の下で森林
火災を制御できず、 死者を出すに至った。 6月に発生した1件の森林火災では65人の人命
が失われた。 その大半は、 道路一帯に炎が広がったために乗っていた自動車から脱出できな
かった人々 だった。 10月には、 より人口が多い中央部と北部地方で一連の山火事が発生した。 	 
 
夏場の高温に加え、 燃えやすいユーカリや松の木が広範囲に成育していることから、 ポルト
ガルは山火事が発生しやすく、 これまでにも数々の壊滅的な山火事を経験してきた。 それ
でも 2017年は特異な1年となり、 年初から10月末までの消失面積は過去10年の平均
の 53倍に達した 25。 山火事が多発した直接の原因は依然として不明だが、 10月は平均
気温が例年を摂氏で3度上回り、 1931年以来の高温となった上、 月末には極度の干ばつ
状態が国土の75% に広がっていた 26。 10月の火災だけでも保険損害額は3億米ドルとポ
ルトガルでは過去最高水準に達した。 	

アジア

2017年のアジア地域の災害による経済的損害は 310 億米ドルと推定され、 このうち 50 億
米ドルが保険によりカバーされていた。 損害の大半は洪水によるものだった。 中国では豪雨
によって長江で再び洪水が発生し、 大雨と川の氾濫により、 11省の 40万世帯以上が浸水
した。 経済的損害は60 億米ドルと推定され、 単独の災害としては 2017年のアジア地域で
最大となった。 しかし、保険普及率が低いため、保険損害額は取るに足らない程度に止まっ
た。

季節風 （モンスーン） は、 アジアの生態系と農業にとって不可欠だが、 降雨は季節的な洪
水ももたらしている。 2017年の季節風がもたらした降雨は大量かつ長期に及んだ。 インドと
それに隣接するネパールおよびバングラデシュが、 2017年の雨期に伴う被害をまともにこう
むった。 一連の洪水によって、 インドのビハール・アッサム・西ベンガルその他の州が受けた
経済的損害はおよそ 25億米ドルに達した一方、 ネパールはタライ地方で 6億米ドルの損
害が発生した。 ネパールでは洪水で約20万戸の住宅が損傷または損壊し、 134 名の人
命が失われた。 主食の米を含む作物の被害は甚大だった。 無計画に開発された人口密集

気候温暖化によって極端な天候条件の
頻度が高まり、 農家の経営を困難にする
可能性が高い

ポルトガルでは干ばつと高温が大規模な
森林火災を引き起こした…

…その結果、保険損害額は3億米ドルと、
同国始まって以来の高水準に

中国の長江流域の洪水は、2017年のアジ
アで最も多額の被害を伴う災害となった

ネパール、インド、バングラデシュでも激しい
洪水により死者を伴う被害が発生	



27		F.	Galvis、 E.	Miranda 他共著、 2017 年 9月 19 日のプエブラ ・ モレロス地震によりメキシコシティで倒壊した建
　　　物の予備的統計、 2017年 9月19日、 スタンフォード大学、 http://www.learningfromearthquakes.org/2017-
　　　09-19-puebla-mexico/images/2017_09_19_Puebla_Mexico/pdfs/Preliminary_Report_Mexico2017_v7.pdf
28	D.	Jacobsen、 R.	Stein 共著、 「メキシコシティの建物倒壊は予防可能だった。 そして、 行動を起こせるのは我々
　　　である」、Temblor、 2017年10月6日、 http://temblor.net/earthquake-insights/the-lesson-to-be-learned-
　　　from-mexico-citysbuilding-collapses-5405/
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地域別の概観

地域が洪水被害を一層深刻化させた。 構造物が地面の水流を妨げ、 排水を滞らせたため
に浸水が続いた。

中南米およびカリブ海諸国

2017年の中南米およびカリブ海諸国において自然災害と人災がもたらした経済的損害は
316億米ドルとなり、保険損害額は50億米ドルを超えた。主たる要因はハリケーンと地震だっ
た。 また、 洪水と山火事も影響を及ぼした。

9月にカテゴリー 5 のハリケーン・イルマがカリブ海の 5つの島に上陸し、 その後、 フロリダ
に向かった。 イルマは 2017年のハリケーン・シーズンで最も強力な暴風となり、 小アンティ
ル諸島、	セント ・マーチン島およびサン・バルテルミー島、 英領・米領バージン諸島に壊滅
的な被害をもたらした。 住宅、 企業、 農業、 天然資源および観光リゾートが大きな影響を
受けた。 その 2週間後にドミニカ共和国に上陸したハリケーン・マリアは、 同国に上陸した
史上初めてのカテゴリー 5 のハリケーンとなった。 2017年のハリケーン・シーズンは、 カリブ
海諸国で史上最悪のものとして語り継がれるだろう。 地域全体の被害の程度は、 ハリケー
ンの影響を受けた地域の防災対策と開発の度合いによって異なる。 多くの地域で、 企業
活動の低下と生活環境の悪化がしばらく続く可能性がある。 ハリケーン・イルマによる損害
額はカリブ海諸国にとってかつてない規模となった。

テワンテペク地震およびプエブラ地震はメキシコ史上最も激しい地震に含まれる。 9月7日
に発生した Mw	8.1のテワンテペク地震では、 中部および南部メキシコで揺れが観測され、
96 名の人命が失われた。 9月19日にプエブラで発生した Mw	7.1の地震では、 メキシコ
中央部の首都を含む主要都市で強い揺れが観測された。 多くの建物が倒壊し、 369人が
亡くなった。

2017 年にメキシコで発生した地震：建築基準法が奏功
メキシコにおける昨年の 2 つの大地震による被害と建物の倒壊の程度は、 耐震基準を遵
守した建築物は揺れに耐え得ることを裏付けた。 それでもメキシコの人々や企業活動は、
依然として建物の損傷や倒壊のリスクに大きくさらされており、 地震リスクに伴う多額の金銭
的損失が発生する可能性がある。 9月の地震はまさにその好例であり、 2 つの地震の保険
損害額は16億米ドルだった。 しかし、 これは120 億米ドルに上る経済的損害の一部に過
ぎない。

2017年 9月7日にメキシコ南部のテワンテペク湾沖を震源とするマグニチュード 8.1のかつ
てない大地震がメキシコを襲った。 その後、 2週間も経たないうちに、 メキシコ中央部のプ
エブラ州とモレロス州の州境を震源とするマグニチュード 7.1の別の地震が、 133 キロ離れた
メキシコシティに揺れを発生させた。 最初の地震が襲ったのは人口の少ないチアパス州とオ
アハカ州の海岸地域だったが、 メキシコ中心部および南部の広範囲にわたって揺れの影響
が及んだ。 およそ 96人が命を奪われ、 14万戸の家屋が損傷を受けるか、 全壊した。 そ
の原因は、 地震自体の規模と、 1987年の建築基準法に準拠していない多くの中古住宅の
脆弱性だった。

9月19日のプエブラ/モレロス地震では 369名の人命が失われた。 2,000 前後の建物が
中程度以上の被害を受け、 メキシコシティおよび隣接都市の 80 の建物が全壊した。 倒壊
した建物のほとんどは新しい耐震基準が導入された1987年以前に建築されたものだった。
倒壊または損壊した建物は構造形状に欠陥があり、 最新の建築基準法に準拠していない
ことが明らかになった。 メキシコシティは依然、 地震災害に対するエクスポージャーが非常
に大きく、 地震の揺れの強さを増幅する軟弱な地盤の上にある 27 28。 このため、 震源が遠

2017年の中南米における保険損害額は
50億米ドルを超えた

ハリケーン・イルマとマリアがカリブ海諸国
に壊滅的な被害をもたらし…

…さらに、メキシコでは大地震が2回発生
した

耐震建築基準法の施行が、 住宅その他
建築物の地震リスクに対する脆弱性を大
幅に低下させている

チアパスでは最新の建築基準法に準拠して
いなかった多数の住宅が地震で倒壊した

しかし、メキシコシティではガイドラインに準
拠した新しい建築物は倒壊しなかった	
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方にあっても揺れる場合がある。 例えば1985 年のミチョアカン地震の震源は 300 キロメー
トル以上離れていたが、 メキシコシティは甚大な被害を受けた。

オセアニア　

2017年の災害はオセアニアに 21億米ドルの保険損害をもたらした。 損害の大半を占めた
のは、 3月・ 4月にクイーンズランド南東部およびニューサウスウェールズ北東部を襲ったサイ
クロン・デビーによるもので、 暴風、 風が原因で広がった降雨、 高潮の被害により保険損
害額は13億米ドルとなった。 その後、 ニュージーランド北島は温帯低気圧による洪水に見
舞われ、 同時に残存していたサイクロン・デビーの影響による降雨も追い討ちをかけた。 保
険損害額は1億米ドルだった。 これとは別の主なイベントとしては、 2月にシドニーでひょう
を伴う嵐があり、 保険損害額は4億米ドルだった。

サイクロン・ デビー ：保険金支払管理の視点
オーストラリアの熱帯低気圧は珍しいものではない。 しかし、 2017年 3月28日にクイーンズ
ランド北部に上陸したサイクロン・デビーは、 リスク管理者にとって興味深い新しい洞察をい
くつか提供した。 沖合の島で最大瞬間風速263 キロ /時を記録したカテゴリー 4 のサイク
ロン・デビーは、 暴風で大きな被害が発生すると予想されていた。 しかし、 クイーンズランド
沿岸を横断すると、 サイクロン・デビーは勢力を弱めたものの、 ゆっくりとした移動 （前進）
速度を維持した。 このため、 進路に当たった建物は、 サイクロン級の風と横殴りの雨に12
時間以上さらされた。 その結果、 風速が低かった地域でも莫大な保険金支払いが発生し、
最終的に浸水が損害全体のかなりの部分を占めることが明らかになった。 初期段階の損害
査定では、 建物内部の浸水被害を考慮していなかった。 そして、 保険損害額の全貌が明
らかになるには数カ月を要した。 	

サイクロン・デビーがハミルトン島とウィットサンデー諸島に及ぼした被害では、 損害管理と
復旧のコストが嵩み、 一層複雑になった。 これらの地域の一部中古建築物は古く、 既存の
損傷がサイクロン・デビーでさらに悪化する例もあった。 このため、 法令に準拠した改修や、
カビとアスベストの除去・処分にかかわるコストが膨らんだ。 ハミルトン島では、 アクセスの
問題が復旧工事の障害となり、 損害査定が遅れたことで、 保険金コストが高額となった可
能性もある。 修復作業を進めるために資材・機械を島に運ぶ請負業者の指定が遅れると
いうドミノ効果も生じた。 サイクロン・デビーの保険金支払にかかわる経験から、 旧知のリス
クでさえ、 新たな教訓をもたらす可能性があり、 現在の損害モデルも、 過去の損害経験で
明らかになっていない要因を完全に捕捉できない可能性があることを浮き彫りにした。

アフリカ

2017年のアフリカにおける自然災害と人災では、 およそ3,000人が犠牲となり、 29 億米ド
ルを超える経済的損害が発生した。 保険損害額は 8億米ドルで、ほとんどが山火事、暴風、
その他の悪天候に関連したものであったが、 石油・ガス施設における事故もあった。 1月に
強風で南アフリカの森林火災が拡大し、 保険損害額は 2億米ドルと同国の山火事による損
害額では過去最高となった。 一方、 同時にケープタウンを襲った冬の嵐によって 1億ドルの
保険損害額が発生した。 2017年後半にはシエラレオネで豪雨による洪水が起こり、 大規
模な土砂崩れと土石流がババドリ川流域に流れ込んだ。 この災害で1,141人が犠牲になっ
た。 	

オセアニア最大の大災害イベントはサイク
ロン・デビー

サイクロン・デビーで発生した損害のかなり
の部分は浸水による被害だった

いくつかの要因によって災害後に損害が
増幅

アフリカでは2017年の災害で約3,000人
が死亡した



29　国立ハリケーン・センターの HURicane	DATabase （HURDAT） によると、 ハリケーン・ウィルマ以前で最長間隔
　となったのは 20 世紀初頭の 5年の 2回である。
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HIMハリケーンの集中的発生は
前代未聞のことか？

ハービー、 イルマ、マリアの 3部作

2017年の大西洋ハリケーン・シーズンの特徴は大型ハリケーンが連続的に来襲したことで
ある。最も破壊力の強いハリケーンとなったのは、短期間に連続して来襲したハービー、イルマ、
マリア （HIM） の 3 つのハリケーンである。 ハリケーン・ハービーは 8月中旬に小アンティル
諸島東方海上で発生した後、 カリブ海南部を遡上した。 中心部に明確な渦巻きが形成さ
れるまでは多少の時間を要したが、形成された後は、48 時間内に弱い雷雲の塊からサファ・
シンプソン・スケールでカテゴリー4に達する本格的なハリケーンに発達した。 ハリケーン・ハー
ビーは、この勢力を保ったまま2017年 8月25日にはテキサス州ロックポート近くに上陸した。
米国に上陸する大型ハリケーンとしては、 2005 年のハリケーン・ウィルマ以来、 12年振りと
なるものであった 29。 	

ハリケーン・ハービーによる容赦ない土砂降りの雨で大都市ヒューストンおよびテキサス州各
地が洪水に見舞われている最中に、 発生したばかりのハリケーン・イルマが大西洋からフロ
リダに向かって北上を開始した。 数日間はカテゴリー 2～3程度の勢力でとどまっていたハ
リケーン・イルマは高温の海面水温で急速に勢力を伸ばし、 9月4日には最大カテゴリーの
5 に達し、 3日以上その勢力を維持した。 ハリケーン・イルマは猛威をふるい、 その積乱雲
の破壊的な力がバービュダ、セント・マーチン島/サン・バルテルミー島、アンギラ島、英領バー
ジン諸島、 米領バージン諸島を直撃し、 壊滅的な被害を及ぼした。 タークス・カイコス諸島
を通過した段階で勢力はやや低下し始めたが、 それでもキューバ北岸に沿って甚大な爪痕
を残した。 キューバの山岳地帯の影響でイルマの勢力はさらに弱まったが、 9月10日にはカ
テゴリー 3 のハリケーンとして最終的にフロリダ州西岸に上陸した。 イルマはこの勢力を維持
したままマイアミに向かっていたが、 その後コースを変え、 フロリダ州西岸に進路を変更した。
当時市場では、 イルマがカテゴリー 3 の勢力でマイアミを直撃していれば、 保険損害はおよ
そ1,000 億米ドルになったであろうと推定していた。 保険市場が単一イベントでこれほどの
損失額の負担を試されたことはかつて一度もない。

3つの破壊的なハリケーンが短期間に連
続して来襲：ハリケーン・ハービー…

…ハリケーン・イルマ…

図7 
ハリケーン・イルマのカリブ海進路図 
（出典：スイス再保険会社CatNet®） 

 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ライトブルー：風速25メートル/秒以上、黄色：風速40メートル/秒以上、ダーク・レッド：風速70メートル/秒	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上（3秒間最大瞬間風速）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　進路出典：米国海洋大気局、地図出典：ESRI（エズリ）、グーグル



30		CCRIF はカリブ海の各国政府を対象とした保険プールであり、自然災害による損害を補償するためのものである。
　 2007年に設立されたこのプールは、 公開市場において再保険を購入しており、 事故発生後14日以内に保険金

　　　の支払いに応じ、 被災後速やかに復興活動が行えるようカリブ海の各国政府に流動性を提供する制度になって
　　　いる。
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2 週間後、 ハリケーン・マリアがカリブ海諸国を襲った。 ハリケーン・イルマの被災者に対す
る救済が始まったばかりであったが、 これも停止を余儀なくされた。 マリアは15時間の間に
カテゴリー1からカテゴリー 5 に発達したもので、 過去最速で勢力を増したハリケーンの一
つに挙げられる。 さらに事態を悪化させたのは、 ドミニカ上陸の直前にこの勢力に発達した
ため、 これに備える時間がほとんどなかったことである。 ハリケーン・マリアは勢力を維持し
たまま北西方向への進行を続け、 その目は米領バージン諸島南部のセントクロア島を通過
した。 ドミニカを離れてから約30 時間後、 わずかに勢力を弱めたマリアはカテゴリー 4 のハ
リケーンとなってプエルトリコの南東海岸に上陸した。 ハリケーン・マリアはプエルトリコを通
過した後、 徐々に勢力を弱めたものの、 引き続きドミニカ共和国およびタークス・カイコス諸
島に損害を及ぼし、 最終的には洋上で消滅した。

損害の大半は無保険
甚大な被害を及ぼした HIM が最終的に消滅した段階で、その影響を受けた地域の無数の
家屋や業務用施設が壊滅的な被害を受け、 廃墟と化した。 シグマのデータによると、 HIM
は 2,170 億米ドルの経済的損害と 920 億米ドルの保険損害をもたらした。 保険金の支払
で復興活動は大きく前進したが、 数字にも示されているように、 損害額の相当部分は無保
険であった。 こうした損害は政府、 企業、 個人が最終的に負担することになる。 	

米国では一部保険が多く、 これは多くの企業や一般家庭においてハリケーンの被害から回
復するための金銭的補償がなかったことを意味している。 補償ギャップの問題は、 HIM に
襲われた多くのカリブ海諸国においても同様に深刻である。 カリブ海諸国災害リスク保険機
構 （CCRIF） は全般的な損害の一部を補償していた 30。 ハリケーン・イルマやマリアの場
合、CCRIF は被害を受けたカリブ海諸国救済のために 5,400万米ドルの保険金を支払った。
迅速な支払 （14日以内） とそれによる流動性の向上は、 補償ギャップを埋める上で保険
が提供することのできる重要な恩恵を示すものである。

HIM ：それぞれに独特な特徴

HIM はそれぞれ独特の特徴を持つ。 例えば、 ハリケーン・ハービーには暴風を伴う極めて
多量の豪雨が、ヒューストン大都市圏に壊滅的な洪水をもたらしたという点で特異性がある。
ハリケーンによって引き起こされる洪水は今に始まったことではないが、 過去の記録によると
注目されているのは常に風速であり、 洪水についての言及はわずかに過ぎない。 米国にお
いては熱帯低気圧来襲後に大洪水に見舞われる事例があり、 なかでも有名なものとしては
1916 年 （米国南東部）、 1921年 （テキサス州）、 1940 年 （米国南東部）、 1955 年 （米
国北東部、 ハリケーン・コニ―/ダイアン）、 1972年 （米国北東部、 ハリケーン・アグネス）、
2001年 （テキサス州、 熱帯暴風雨アリソン） が挙げられる。 土地利用状況やその後の洪
水対策水準の変化を考えると、 こうした豪雨によって今日こうむり得る被害の程度を正確に
判断することは困難である。 しかし、 すべてのデータが入手可能であると考えた場合でも、
過去の洪水によって発生した被害の程度が、 ハリケーン・ハービーによってもたらされた豪
雨の損害に匹敵するなどということはあり得ないであろう。

…そしてハリケーン・マリア…

…その結果、保険損害額は総額920億米
ドル

保険業界は保険金の支払に応じるもの
の、無保険損害額（補償ギャップ）は多額
に上る	

ハリケーン・ハービーは豪雨をもたらしたと
いう点で特異な存在である
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ハリケーン・イルマは最大勢力のカテゴリー 5 にまで発達し、 その勢力をまるまる 3日以上
にわたって維持した。 これほどの期間にわたり最高カテゴリーを維持したハリケーンは1980
年のハリケーン・アレンと1932年のキューバ・ハリケーンのみであるが、 これらのハリケーン
はおおむね海洋上にとどまっていた。 ハリケーン・イルマの特異性は、バービュダ島、セント・マー
チン島/サン・バルテルミー島、 アンギラ島、 バージン諸島など、 カテゴリー 5 の勢力を維
持しながら壊滅的被害を与えたカリブ海の島々の数の多さである。 	

ハリケーン・マリアの特筆に値する特徴は、 ごく短時間でカテゴリー1からカテゴリー 5 に発
達したことのほか、 プエルトリコを中心に前代未聞の規模でインフラに壊滅的被害を及ぼし
たことである。 プエルトリコの送電網は完全に破壊されたも同然で、 水道、 道路網も甚大
な被害を受けた。 単一の暴風雨でインフラにこれほどの被害をこうむった島嶼は今までな
かった。 インフラの多くは遠隔地にあるため、 後片付けや復興に向けた活動は困難を極め
ている。

ハリケーン・イルマは 3日以上にわたってカ
テゴリー 5 の勢力を維持した点で特異な
存在

一方、ハリケーン・マリアはプエルトリコのイ
ンフラに空前の被害をもたらした

図8 
ハリケーン・ハービー： 
zipコード解像度レベルでの 
洪水被害状況 

	 	最高：60.58インチ

	 	テキサス州ネダーランド1	SW

	 	出典：E.S.ブレーク、D.A.ゼリンスキー、国立ハリケーン・センター熱帯低気圧報告書ーハリケーン・ハービー、

図は米国海洋大気局デービッド・ロス氏（WPC）の好意により下記から転載（2018年1月23日、29018）

	 	https://www.nhc.noaa.gov/data/tcr/AL092017_Harvey.pdf
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31	ハリケーン ・アンドリュー ：マイアミを救った 20 マイル、 スイス再保険会社、 2017年 8月9日
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ひどいものではあるが、 最悪のシナリオではない
HIM は極めて甚大な損害を及ぼしたが、 本当に前代未聞であったのだろうか。 つい何年
か前にも、 一連の大西洋ハリケーンが HIM による損害に類似した損害をもたらしている。
2005 年にハリケーン・カトリーナ、 リタおよびウィルマが1,120 億米ドル （2017年価格） の
保険損害をもたらしている。 しかし、 それ以前では100 年近くにわたって同規模の損害をも
たらしたハリケーンは発生していない。 当時の金銭的損害額を示す情報はなく、 「今日に引
き直した」 推定は不可能であるが、 スイス・ リー独自のハリケーン・モデルを使用して、 過
去の暴風雨の影響を今日の建築物密集環境に置き換えてシミュレーションを行うことが可
能である。 こうした計算に基づくと、 1926 年のハリケーンと、 恐らくは1928 年のハリケーン
についても、 2017年や 2005 年に匹敵する保険損害と経済的損害を発生させたことはほ
ぼ間違いないであろう。 	

1926 年のいわゆる 「マイアミ巨大ハリケーン」 は、 米国だけでも HIM を上回る損害をもた
らしたと考えられる。 さらに、 このハリケーンによる損害額とバハマ諸島を横断した他の 2 つ
のハリケーンによる追加の損害額で、 1926 年の損害額はさらに膨れ上がったものと推定さ
れる。 1928 年はフロリダ州を襲ったもう1つの有名なハリケーンの「オキーチョビー湖ハリケー
ン」の年であった。 このハリケーンはプエルトリコではサンフェリペ2世と呼ばれており、ハリケー
ン・マリアと極めて類似した進路と勢力でプエルトリコを横断し、 壊滅的な被害をもたらした。
同ハリケーンは、 プエルトリコからフロリダ州にかけて、 ドミニカ共和国、 タークス・カイコス諸
島およびバハマの首都ナッソーに近接して通過したことから全体の損害額が膨れ上がった
と考えられる。 さらに、 このハリケーンは米国大陸を北上した際に大量の降雨をもたらし、 そ
の結果、 局地的に洪水が発生したと言われている。 	

1920 年代まで遡ることにより、 2017年のハリケーン・シーズンを大局的に捉えることができ
る。 HIM はそれぞれに独特の特徴を持っており、 その発生は低頻度である。 しかし、 2017
年のハリケーン・シーズン全体の影響は未曽有であったとは言えず、 損害額も最悪ではな
かった。 スイス・ リーは最近の出版物で、 自然災害モデルを用いて、 1992年のハリケーン・
アンドリュー並みのハリケーン1件だけでも1,800 億米ドル （現在価値） の損害が発生し得
ることを明らかにした 31。 また、 モデルは年間累積ベースで見た場合のシナリオもいくつか示
しており、 この場合も年間保険損害額は 2,500 億米ドルを大きく上回ることが明らかになっ
ている。 こうしたシナリオではカテゴリー 5 のハリケーンが少なくとも1つ、 ヒューストン、マイア
ミ、 ニューヨークなどのような主要都市に上陸することを想定しているほか、 同一シーズン中
に米国、 カリブ海諸国、 あるいはメキシコのいずれかに深刻な事象が発生することを想定し
ている。 	

これまでにハリケーンによる年間保険損
害額が2017年と同等の水準に達した直
近の年は 2005 年…

…そして1928年と1926年も

HIM は最悪シナリオではない。 スイス・ リー
のモデルによれば、 保険損害額は年間
2,500億米ドルを上回ることもあり得る



32	Wikipedia を参照のこと、 https://en.wikipedia.org/wiki/Accumulated_cyclone_energy

22 Swiss Re sigma	No	1/2018

HIM：ハリケーンの集中的発生は前代未聞のことか？

確率は尺度次第
保険会社にとって災害イベントの発生確率は、 持続的に価格設定と保険引受を行う上で中
核的な変数を構成するものである。 特定の年度に一定額を上回る損害総額（例えば、1,000
億米ドル） が発生する確率は、 保険引受リスクを管理する上での重要な考慮事項である。

しかしながら、 保険損害額の視点は、 確率を推定する上で考え得る多くの選択肢の中の一
つに過ぎない。 例えば、 「過去において最高カテゴリーのハリケーン （カテゴリー 4 および 5）
が少なくとも 4件、 うちカテゴリー 5 のハリケーンが少なくとも1件発生した年の頻度」 など
が1つの選択肢になり得るであろう。データの質に問題がないと思われる過去100年間に、
こうした年が 5回発生している （1932年、 1933 年、 2004、 2005 年および2017年）。 	

あるいはハリケーンの発生件数をカウントするのではなく、 海域における風速を利用した活
動量全体の累積 （いわゆる熱帯低気圧積算エネルギー （ACE） 32） が確率を推定するた
めのもう1つの尺度になり得る。 2017年のACE値は 226 であった。 過去100 年でこの数
値を超えたのは 5回だけである （1926 年、1933 年、1995 年、2004 年および2005 年）。 	

1事故から一定額以上の保険損害額が発
生する確率は、 保険会社にとって確率を
推定する上での重要な尺度

しかし、 過去に勢力の強いハリケーンが少
なくとも 4 つ発生した年が何年あったか
など、 確率を評価するための他の尺度も
存在する…

…あるいは、 過去100 年間に熱帯低気圧
積算エネルギーが高水準に達した年が何
年あったか

図9  
北大西洋において少なくとも4件の 
ハリケーンが最高カテゴリーの4 
および5に達した年

	 	注：1945年以前は、データの欠如からハリケーン活動は完全には捕捉されていないと考えられている。し

たがって、データベースに全面的な整合性はなく、早い年代では過少評価されている可能性がある。

	 	出典：HURDATのデータベース、米国海洋大気局

	 	http://www.aoml.noaa.gov/hrd/hurdat/Data_Storm.html
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33		K.	Emanuel 著、 「ハリケーン ・ハービーの降雨量に関する現在および将来の確率を評価する」、 米国科学アカデ
　　　ミー紀要、 2017年11月、 http://www.pnas.org/content/early/2017/11/07/1716222114
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対象地域が小さければ小さいほど、そして対象とするハリケーンの勢力が強ければ強いほど、
その地域がハリケーンの来襲を受ける確率は低くなる。 例えば、モデルによると、セント・マー
チンのような島がイルマ並みのカテゴリー 5 のハリケーンに見舞われる確率は100 年に1度
をはるかに下回る。 欧州人が定住し始めた1650 年頃からの歴史的記録物でもこうした見
方が裏付けされている。 記録によると1772年に激しいハリケーンが来襲したが、 その勢力
を推定するに足る具体的な報告はなされていない。 記録に残っている限りでは、 同島がカ
テゴリー 5 のハリケーンに直撃されたことは、 いまだかつてないと考えられる。

極端なハリケーンは地球温暖化が原因か？

気候変動であれ他の要因であれ、 1つの要因のみが個々のハリケーンの発生原因となるこ
とは決してない。 そうではなく、 ハリケーンは大気と海面の間の複雑かつ変化し続ける相互
作用の結果である。 それでも、 HIM で観察された一部の特徴は、 温暖化に伴い頻度が増
すと予想されるものである。 したがって、 HIM の原因を気候変動に求めるのではなく、 どの
地球温暖化作用が2017年のハリケーンに影響したのかが問題となる。

地球温暖化から予想される影響
�	 降雨量：降雨量は、おおむね大気中の水蒸気によって決まる。 保持できる水蒸気の量は、

気温が高いほど多く保持できるという単純な物理法則に従う。 こうした物理法則を組み
入れた気候モデルは、 温暖化によって予想される影響を評価する手段の1つとなる。 マ
サチューセッツ工科大学の研究者ケリー・エマニュエルの最近の調査によれば、 ハリケー
ンがヒューストンに 500 ミリ （20 インチ） を超える降雨量をもたらす確率は1980 年代以
降 6倍に増えている 33。 この研究が示す地球温暖化の大きな影響に異議を唱える向き
もあるが、 科学者の間では、今後、 降雨量が増える傾向にあるとのコンセンサスがある。

図10  
過去100年間で熱帯低気圧 
積算エネルギー（ACE）の 
高かった上位10年

	 	出典：P.Klotzbach、熱帯気象学プロジェクト、コロラド州立大学、

	 	http://tropical.atmos.colostate.edu/Realtime/index.php?arch&loc=northatlantic
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過酷な事故の発生対象地域を局所化す
ればするほど、 発生の可能性は低下する

気候変動は HIM 発生の原因ではないが、
気候の温暖化により一定の特徴的なハリ
ケーンの発生頻度は増すと見込まれる
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34	シグマ 2013 年第 2号：2012 年の自然災害と人災：この1年、 米国を襲った異常気象、 スイス再保険会社、　　
　2013 年 3月27日
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�	 高潮：平坦なテキサス州の海岸線は、 ハリケーンに伴う高潮リスクに大きくさらされている。
例を挙げると、 1900 年のハリケーン・ガルベストンにおいては、 身近に迫る災害に気付
かなかったため、 押し寄せる洪水から逃げることができず、 8,000人の人々 が命を落とし
たと推定されている。 しかし、 ハリケーン・ハービーの被害総額を見ると、 高潮の影響を
受けた地域は人口が少なかったため、 高潮の被害はごく軽微にとどまった。

	 それでも高潮は依然、世界の多くの地域で地球温暖化と密接に関係しており、 一段と懸
念されるようになってきている。 過去100 年間、 地球上の海面の高さは徐々に上昇して
おり、 具体的にはテキサス州の海岸では 0.6 メートル（2 フィート）上昇している。 水温の上
昇による膨張と氷河の融解が海面上昇の原因である。 例えば、 グリーンランド氷床が崩
壊し、 これまでより急速に融解した場合、 この現象はさらに加速すると思われる。 1年間
にわずか数ミリメートルの上昇では、 憂慮すべき状況と思えないかもしれないが、 長期的
には劇的な影響を及ぼす可能性がある。 スイス・リーが独自の災害モデルを用いて試算
したところ、 新たな防御対策が講じられない場合、 海面上昇によって米国北東部が受
ける極めて大きな高潮被害の確率は、 今後40年で 2倍弱に増大すると考えられる 34。

�	 ハリケーンの深刻化：ハリケーン・イルマや、特にハリケーン・マリアの場合、急速にカテゴリー
5 の勢力に発達していることから、 地球温暖化の影響を疑う声があがっている。 気候モ
デルは確かに、 より温暖な環境の下ではハリケーンがカテゴリー 4 および 5 に発達する
頻度が増えることを示している。 気温と海水温が高ければ高いほど、 水蒸気も増えるこ
とがモデルの結果を決定づける最大の要因になっている。 ただし、 実際のハリケーンは
それ以外にも多数の要因から影響を受け、 そのすべてがハリケーンの発達に寄与する。
例えば、 垂直ウィンドシア （大気の高度の差による風向の違いを捉える尺度） がさらなる
温暖化に反応するのか、 あるいは反応するのであれば、 どのように反応するのかは明ら
かになっていない。 したがって、 気候モデルの予測は 2017年のイルマおよびマリアの観
察結果で修正されるが、 暴風の急速な発達に地球温暖化が一役買っているとの証明に
はならない。 しかし、 気候モデルは将来、 こうした事象の頻度が高まることを予測してき
ており、 保険業界を含む関係者全員の懸念材料となろう。

ハリケーン活動における変動性
20 世紀に入り、 長年にわたって大西洋のハリケーン・ シーズンは活動の活発期と不活
発期の周期を重ねてきた。 これらの時期は一般に、 海水面の温度が平均より高い時期
と平均より低い時期が関係している （大西洋数十年規模振動 :AMO）。 1995 年から大
西洋は 「温暖」 期に入ったと考えられており、 ハリケーン活動の増加が長期平均を上
回っている。 しかし、 過去2～3 年、 こうした見解に対する疑問が浮上してきている。 	 
 
特定のハリケーンによって気候変動を証明できないように、 2017年の例だけで北大西洋の
ハリケーン・シーズンが依然として活発であるとは証明できない。 しかし、 入手可能なすべ
てのデータをみると、 北大西洋は依然としてハリケーンが活発な時期にあることが強く示さ
れている。 例えば、 今のところ AMO 指数は高水準にとどまっており、 平均に近い水準に戻
る兆候は見られない。 さらに、 米国とカリブ海諸国に大規模なハリケーンが上陸しなかった
にもかかわらず、 2008 年、 2010 年、 2011年、 2012年、 2016 年は、 海上におけるハリケー
ン活動が極めて活発だった。 北大西洋のハリケーンは、 気候変動の影響が加わる可能性
はあるものの、 それとは関係なく活発な活動期が続いている模様である。

12年間にわたって大型ハリケーンの米国
上陸がなかったため、 ハリケーン活動は
低調期にあると考えられていた

しかし、 現実にはハリケーン活動が活発
な時期が続いている



35　	M.	Schwarz 著 「北大西洋ハリケーン活動はどこまで予測できるか？」、 Open Minds、 スイス再保険会社、 2017
　　　　年 10月2日、 https://openminds.swissre.com/stories/1320/

Swiss Re sigma	No	1/2018	 25

ハリケーン活動が再び不活発期に戻らない可能性もある。 スイス・ リー・インスティテュート
はコロンビア大学と共同して 2017年 9月に科学界/保険業界合同会議 「大西洋の気候
変動性ーダイナミクス、予測およびハリケーン・ リスク」 を開催した 35。 この会議で発表され
たある見解が、 その後も科学者の間で支持を集めている。 大気汚染が1970 年代と1980
年代のハリケーン活動を抑制する一因になった可能性があるというものである。 その通りで
あれば、 清浄な空気が社会の優先事項であることを想定すると、 当時のようにハリケーン
活動の少ない時期に戻ることは当面ないと考えられる。

ハリケーンは集中的に来襲するのか？

HIM の結果、 保険損害額は大幅に積み上がり、 920 億米ドルに達した。 保険業界にとって
重要な課題は、 損害の集積リスクの評価であり、 また、 短期間に 3 つのハリケーンに見舞
われたことから、 「ハリケーンは集中的に来襲するのか？」 という疑問が浮上している。 過去
のデータの社内外の分析によれば、 シーズン内の明らかなパターンのほかにも、 ハリケーン
には確かに集中化する傾向があり、 まったく不規則に発生する訳ではない。 さらに以下のよ
うに、 ハリケーンの発達を左右する要因の少なくとも一部は、 一定期間持続するという点を
考慮すると、 ハリケーンの集中化が観察されるのは理に適っているようだ。

�	 大洋の熱容量：大洋のより広い範囲においては、 海面温度は特定シーズンの典型的な
温度に比べて安定している傾向にある。 言い換えると、 あるシーズンの大洋上層の温度
が異常に高い場合は、 より長期的にその温度が持続する傾向にある。 2017年はその典
型的な例であり、 ハリケーンのピークとなる数月間にわたり海面温度は過去平均を約1度
（摂氏） 上回った。

　それでも、 ハリケーンが強力であればあるほど、 その進路に形成される幅100 キロメート
ルほどの帯状の海水上層部は、 水面下のより冷たい海水と混ざり合う。 より温度の低い
海水の帯を横断して進む後続のハリケーンは、 さらなる発達が抑制される。

�	 大気の湿度：大気中の気団は常に長距離を移動しているため、 海面温度とは対照的に、
湿度が安定性を保つことはほとんどない。 しかし、常に海面温度が高い環境では、当然、
湿った気団が居座ることが多くなる。

しかし、 他の要因はそれほど長続きしない。
�	 垂直ウィンドシア：ウィンドシアは湿度と同様、 短距離かつ短日数で高い可変性を示すが、

それでも、 大規模な大気遠隔相関と関係した統計的持続性がある程度存在する。 例
えば、 エルニーニョ現象の年は、 北大西洋のウィンドシアは平均すると増加する傾向があ
る。 したがって、 ハリケーンの発生は抑制される。

�	 換気 /流出：特に大型ハリケーンの場合、 対流圏上部の良好な換気の重要性が見過
ごされることが多い。 燃焼機関同様、 換気によってハリケーン内のエネルギーの効率的
な伝達が可能になり、 これが大型ハリケーンの勢力を増大させる鍵となる。 しかし、 湿度
やウィンドシアと同様、 有利な流出条件の持続性は低いと見られる。

�	 初期撹乱：山火事と非常に似ているが、 ハリケーンには発生のきっかけとなるものが必要
である。 大気科学では、夏期の雷雨と同様、かかる発生のきっかけを初期撹乱と呼ぶ。 	
これらは一定のパターンに従う場合がある （いわゆるアフリカ偏東風波動の形態など）が、

活動が再び不活発期に戻らない可能性
すらある

集中的来襲によってハリケーンが与える潜
在的損害は増幅（累積）される
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HIM：ハリケーンの集中的発生は前代未聞のことか？

季節的な活発期または不活発期の持続を示唆するものはない。 	

こうした考察は、 HIM のような 3 つのハリケーンが連続して発生するには複数の条件が揃う
必要があることを示唆している。 例えば、 ハリケーン・マリアが去った後の 2017年10月も
海水温は依然、 通常より高かった。 しかし、 ハリケーンの発達にとって有利な他の条件は不
在で、10月は通常高水準の暴風雨活動が見られるが、2017年10月は比較的平穏だった。 	

結論

保険損害の視点から見れば、 HIM それ自体は未曾有の事象ではなかった。 3 つのハリケー
ンはそれぞれ固有の破壊力を持ち、 その累積損害額は極めて高額に達した。 しかし、 こう
した規模の損害を引き起こす暴風はまれにしか発生しないものの、 過去にはそうした例があ
り、直近では 2005 年に発生している。 さらに、 HIM は最悪のシナリオでもない。 スイス・リー
のモデル化ツールは、 2,500 億米ドルを優に上回るハリケーンが来襲するというシナリオの
シミュレーションを行なっている。

過去のデータを観察すると、 ハリケーンは不規則に出現するのではなく、 一団となって発生
する傾向があることを示唆している。 米国には過去12年間にわたって大規模な暴風が上
陸しなかったにもかかわらず、 北大西洋は依然としてハリケーンの活発期にあると見られるだ
けに、 これはなおさら重要な考察である。 HIM で観察されたさまざまな特性の発生頻度が
高まると気候モデルが予測していることや、 そのためハリケーンの集中的な来襲が進む可能
性が高いことが懸念材料になっている。 2005年のハリケーン・カトリーナ、リタ、ウィルマと同様、
保険業界は HIM の経験により、 複数イベントから発生する累積損害の吸収能力を試される
こととなった。 リスク管理の視点からは、 こうしたイベントは単一の大規模イベントによる損害
規模に重点を置くこととは別に、将来起こり得る損害シナリオの評価においてハリケーンの集
中化が考慮すべき重要な変数として新たに登場してきたことを浮き彫りにしている。

特にハリケーン・ハービーに関しては、 ハリケーンが異例の豪雨と、 その結果としての洪水を
もたらし得る危険を浮き彫りにした。 気候温暖化によって豪雨と暴風が同時に発生する頻
度が増加する可能性は高い。 海面上昇を考慮すると、 深刻な高潮を伴うイベントの発生頻
度も高まると見られる。 したがって社会的レジリエンスを高めるためには、 ハリケーンの集中
化と地球温暖化が暴風の形成に及ぼす影響をさらに研究することが必要である。 同時に、
保険業界はリスクの評価とモデル化に二次的リスク要因を含める必要がある。 経済成長だ
けでも、 単一の極端なイベントによる損害と年間の複数イベントによる累積損害の両方に対
する保険ソリューションの必要性が増す。 海水面の上昇をはじめとする気候条件の変化は、
こうした必要性をこれまで以上に差し迫ったものにする可能性がある。

大型ハリケーンの集中的来襲はまれだ
が、前例がない訳ではない…

…そして、 将来的には、 より高い頻度で
ハリケーンの形成を促進する条件が収斂
し、 ハリケーンが頻繁に発生する可能性
がある	

保険会社にとっては、 ハリケーンの損害規
模と同様に頻度についても考慮し、 損害シ
ナリオのモデル化に当たって二次的なリス
ク要因も含める必要性が一段と増している
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2017年の報告諸表

表5 
2017年：危険種類別の主な損害額総計

件数

構成割合

（%）　　 犠牲者

構成割合

（%）　　

保険損害額

（百万米ドル）

構成割合

（%）　　

自然災害 183 60.8% 8 470 74.3% 138 057 95.7%

暴風 82 1	642 111	475

干ばつ、森林火災、熱波 14 435 14	237

ひょう 8 0 7	549

寒波、霜　 5 153 1	038

地震 12 1	184 1 615

洪水 55 3	515 2	144

その他の自然災害 7 1	541 0

人災 118 39.2% 2 934 25.7% 6 246 4.3%

大火災、爆発 45 15.0% 477 4.2% 5	439 3.8%

　石油、ガス 15 36 3	056

　工場、倉庫 14 73 1	845

　その他建物 11 308 382

　その他の火災、爆発 3 22 81

　百貨店 2 38 76

その他 21 7.0% 925 8.1% 200 0.1%

　社会不安 1 0 200

　テロリズム 13 731 0

　その他各種損害 7 194 0

航空機事故 7 2.3% 165 1.4% 410 0.3%

　宇宙 2 0 188

　墜落 3 165 131

　地上損害 2 0 90

海上災害 33 11.0% 1	163 10.2% 197 0.1%

　掘削プラットフォーム 1 0 90

　貨物船 2 22 75

　タンカー 1 0 32

　客船 27 1 087 0

　その他海上事故 2 54 0

鉄道災害（索道を含む） 10 140 0.6% 0

鉱山事故 2 64 1.2% 0

合計 301 100.0% 11 404 100.0% 144 303 100.0%

出典：スイス・リー・インスティテュート
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2017年の報告諸表

表6 
2017年：高額保険損害額上位20件

保険損害額

（百万米ドル） 犠牲者

年月日

（発生開始日） 事故 国/地域

32	000 136 19.9.2017 ハリケーン・マリア 米国、カリブ海諸国

30	000 126 6.9.2017 ハリケーン・イルマ 米国、カリブ海諸国

30	000 89 25.8.2017 ハリケーン・ハービー（カテゴリー４）、ヒューストンに

おける激しい内陸洪水

米国

7 710 22 8.10.2017 山火事「タブス火災」 米国

2 666 6 8.10.2017 山火事「アトラス火災」 米国

2 507 ‒ 8.5.2017 コロラド州デンバーにおけるひょうを伴う嵐、雷雨、

竜巻、激しいひょうによる被害

米国

1	967 ‒ 26.3.2017 ひょうを伴う嵐、雷雨、竜巻 米国

1 787 ‒ 4.12.2017 山火事「トーマス火災」 米国

1 600 2 6.3.2017 雷雨、竜巻、ひょう 米国

1	549 ‒ 11.6.2017 ミネソタ州におけるひょうを伴う嵐 米国

1	370 6 28.2.2017 雷雨、竜巻、大粒のひょう 米国

1	306 12 28.3.2017 サイクロン・デビー、高潮 オーストラリア

1 200 369 19.9.2017 Mw	7.1の地震 メキシコ

1	131 ‒ 27.6.2017 雷雨、大粒のひょう、竜巻 米国

1 107 27 23.8.2017 台風「ハト」 中国、ベトナム、香港

930 ‒ 19.4.2017 寒波による霜害 欧州

不明 ‒ 11.1.2017 石油精製所火災 アラブ首長国連邦

888 ‒ 18.10.2017 台風21号、アジア名：ラン（フィリピン名パオロ） フィリピン、日本

853 24 18.1.2017 大型竜巻発生、ミシシッピ州ハティスバーグにおけ

るEF3の竜巻1件

米国

不明 ‒ 14.3.2017 石油精製所火災 カナダ

出典：スイス・リー・インスティテュートおよびCATぺリル部
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表7 
2017年：災害による犠牲者数の上位20件

犠牲者数

保険損害額

（百万米ドル）

年月日

（発生開始日） 事故 国/地域

1	141 ‒ 14.8.2017 大雨によってババドリ川流域に洪水、大規模な地滑り、

土石流が発生

シエラレオネ

630 8 12.11.2017 イラン、イラク国境にてMw	7.3の地震 イラン、イラク

514 ‒ 12.8.2017 激しいモンスーン雨によりビハール州ガンダック川の堤防

が8ヵ所決壊し、洪水をもたらす

インド

369 1 200 19.9.2017 Mw	7.1の地震 メキシコ

336 ‒ 31.3.2017 集中豪雨がモコア、サンゴヤコ、ムラートに洪水をもたらし、

大規模な地滑りを引き起こす

コロンビア

331 ‒ 22.12.2017 熱帯性暴風テンビン（ヴィンタ）が洪水をもたらす フィリピン

311 ‒ 24.11.2017 モスクにて爆弾が爆発 エジプト

293 33 24.5.2017 集中豪雨によりカルー川流域に沿って洪水、地滑りが

発生

スリランカ

264 ‒ 12.4.2017 熱波 インド

251 ‒ 14.1.2017 サイクロン・ディネオの余波によって激化した大雨が洪水

をもたらす

ジンバブエ

224 ‒ 20.7.2017 激しいモンスーン雨による洪水 インド

200 ‒ 16.8.2017 地滑り コンゴ民主共和国

184 400 15.1.2017 激しい洪水 ペルー

172 ‒ 26.6.2017 モンスーンによる洪水 パキスタン

165 ‒ 4.2.2017 風雪、雪崩 アフガニスタン、パキスタン

160 ‒ 13.6.2017 大雨が数多くの地滑りをもたらす バングラデシュ

156 ‒ 2.7.2017 激しいモンスーン雨による洪水－降雨による洪水 インド

136 32	000 19.9.2017 ハリケーン・マリア 米国、プエルトリコ、米国領ヴァージン諸

島、カリブ海諸国

134 ‒ 11.8.2017 激しいモンスーン雨による洪水 ネパール

126 30	000 6.9.2017 ハリケーン・イルマ 米国、カリブ海諸国

出典：スイス・リー・インスティテュートおよびCATぺリル部
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2017年の報告諸表

表8 
2017年における自然災害（日付順）

 洪水

月日

国

場所 事故

犠牲者数/損害額（データ入手が可能な場

合）現地通貨および/または米ドル

1.1.‒31.1. タイ

ナコーンシータンマラート、スラー

トターニーアグロメット、ナラーティ

ワート、ナコーンシータンマラート

河川氾濫－ヤシとゴム農園に甚大な被害 死者96人

6.1.‒9.1. 米国

カリフォルニア州、コロラド州、アイダ

ホ州、オレゴン州、ネバダ州、ユタ州

パイナップル・エクスプレス（北アメリカに大雨をもた

らす気象現象）が西海岸に雪と洪水をもたらす

死者3人

保険損害額100～300百万米ドル

損害総額400百万米ドル

14.1.‒15.3. ジンバブエ

マタベレランド州、ミッドランズ州、

マズビンゴ州、西マショナランド

州、マニカランド州、首都

サイクロン・ディネオの余波によって激化した大雨が

洪水をもたらす－家屋2,579戸が損壊、インフラに大

規模な被害

死者251人

128人が家を失う

損害総額189百万米ドル

15.1.‒29.3. ペルー

トゥンベス県、ピウラ県、ランバイエ

ケ県、ラ・リベルタ県、アンカシュ

県、リマ県、イカ県、カハマルカ県

激しい洪水 死者164人、行方不明者20人

負傷者505人

149,848人が家を失う

保険損害額400百万米ドル

損害総額31億米ドル

17.1.‒22.1. パキスタン

バローチスターン州

積雪に続く大雨が洪水を引き起こす－家屋1,050戸

が損壊

死者13人

負傷者650人

8.2.‒22.2. 米国

カリフォルニア州ビュート郡

パイナップル・エクスプレスがカリフォルニア州に強

風と洪水をもたらす－オーロビルダムの放水路への

甚大な被害により20万人が避難：コヨーテ川の堤

防が氾濫しサンノゼに洪水をもたらす

死者5人

保険損害額100～300百万米ドル

損害総額15億米ドル

15.3.‒4.4. マラウイ

カロンガ

洪水－家屋665戸が損壊 3,657人が家を失う

21.3.‒23.3. アンゴラ

ルアンダ

鉄砲水－家屋700戸が損壊、5,773戸が損傷 死者11人、行方不明者9人

2,000人が家を失う

29.3.‒7.4. バングラデシュ

シレット、マウルビバザール、

スナムガンジ、ハビガンジ、

ネトロコナ、キショアガンジ

サーマ川とクシヤラ川に沿った洪水－家屋1,860戸

が損壊、15,345戸が損傷、耕作地219,848ヘクター

ルが失われた

損害総額128百万米ドル

31.3.‒4.4. コロンビア

モコア、プトゥマヨ県

集中豪雨によりモコア、サンゴヤコ、ムラートで河川が

氾濫し、大規模な地滑りをもたらす

死者336人

負傷者389人

600人が家を失う

1.4. インドネシア

東ジャワ州

豪雨による地滑り－

家屋32戸が損壊

死者28人

3.4.‒7.4. ニュージーランド

エッジカム、ベイ・オブ・プレンティ、

北島

サイクロン・デビーの余波による温帯低気圧と湿気

が洪水をもたらす－ワカテイン川とランギタイキ川の

堤防が決壊

損害総額100百万ニュージーランド・ドル

（71百万米ドル）

保険損害額91百万ニュージーランド・ドル

（65百万米ドル）

20.4. コロンビア

マニサレス

豪雨による地滑り 死者16人、行方不明者7人

負傷者20人

25.4.‒7.5. 米国

ミズーリ州、アーカンソー州、テキサ

ス州、インディアナ州、オクラホマ

州、イリノイ州、ペンシルベニア州、

ミシシッピ州、オハイオ州、テネシ

ー州、ケンタッキー州、ニューヨー

ク州、ルイジアナ州、アラバマ州

中西部洪水、河川氾濫、鉄砲水、ミズーリ州とアーカ

ンソー州における激しい洪水被害、その他の州では

風害

死者20人

負傷者50人

保険損害額600百万～10億米ドル

損害総額17億米ドル
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月日

国

場所 事故

犠牲者数/損害額（データ入手が可能な場

合）現地通貨および/または米ドル

5.5.‒7.5. カナダ

ウタウエ地域ガティノー

雪解けと豪雨による五大湖およびオタワ川流域の

洪水－ケベック州で家屋5,371戸が冠水

死者2人

保険損害額113百万カナダ・ドル

（91百万米ドル）

8.5.‒19.5. ケニア、タンザニア

クワレ、モンバサ、タイタ＝タヴェタ、

ガリッサ

集中豪雨による洪水 死者26人

24.5. ロシア

スタヴロポリ地方

豪雨による鉄砲水－家屋850戸が損壊、2,371戸が

損傷

2,077人が家を失う

24.5.‒5.6. スリランカ

サバラガムワ州ラトゥナプラ県、マ

タラ県、ハンバントタ県、カルタラ

県、ゴール県

集中豪雨によるカル川流域の洪水、地滑り－家屋

3,048戸が損壊、76,803戸が損傷

死者219人、行方不明者74人

負傷者154人

109,890人が家を失う

保険損害額50億スリランカ・ルピー

（33百万米ドル）

損害総額597億4,400万スリランカ・ルピー

（389百万米ドル）

26.5.‒29.5. ブラジル

ペルナンブーコ州、アラゴアス州

集中豪雨による洪水、地滑り 死者12人

4,000人が家を失う

13.6.‒16.6. ニジェール、コートジボワール

アビジャン

洪水－農作物に被害 死者19人

2,000人が家を失う

損害総額5百万米ドル

13.6.‒18.6. バングラデュ

バンダーバン県、チッタゴン県、ラ

ンガマティ県、カグラチャリ県、コ

ックスバザール地区

豪雨による数多くの地滑り－家屋11,000戸が損傷

または損壊

死者160人

負傷者187人

2,512人が家を失う

損害総額300億スリランカ・ルピー（195百万

米ドル）

22.6.‒5.7. 中国

湖南省、四川省、雲南省、重慶

市、貴州省、湖北省、安徽省、江

西省、浙江省

長江沿いの激しい洪水 死者33人、行方不明者15人

負傷者8人

損害総額60億米ドル

24.6. 中国

四川省茂県叠渓鎮新磨村

豪雨による地滑り 死者10人、行方不明者73人

26.6.‒15.9. パキスタン

ギルギット・バルティスタン州、シ

ンド州、パンジャーブ州、カイバ

ル・パクトゥンクワ州、バローチス

ターン州

モンスーンによる洪水－家屋440戸が損壊 死者172人

負傷者167人

損害総額110百万米ドル

29.6.‒30.6. ドイツ

ベルリン、ブランデンブルク

鉄砲水 保険損害額60百万ユーロ（72百万米ドル）

損害総額130百万ユーロ（156百万米ドル）

30.6.‒14.8. スーダン

ハルツーム、北部州、センナール

州、カッサラ州、ジャジーラ州、西

コルドファン州、白ナイル州

河川氾濫、鉄砲水－家屋8,120戸が損壊、5,987戸

が損傷

死者25人

負傷者112人

2.7.‒30.7. インド

アッサム州、アルナーチャル・プラ

デシュ州、ナガランド州、マニプル

州

激しいモンスーン雨による洪水－降雨が洪水を引き

起こす

死者156人

損害総額230億インド・ルピー

（360百万米ドル）

5.7.‒6.7. 日本

福岡県、大分県（九州地方）

集中豪雨と台風3号が九州北部に洪水と地滑りを

引き起こす－家屋276戸が損壊、1,141戸が損

傷、2,169戸が冠水

死者36人

保険損害額120億円（107百万米ドル）

損害総額931億6,000万円（827百万米ド

ル）

5.7.‒29.7. タイ

サコンナコーン県、アユタヤ県、ナ

コーンパナム県、ローイエット県、

ムックダーハーン県

モンスーンによる洪水 死者23人

保険損害額10億バーツ（31百万米ドル）

損害総額100億バーツ（307百万米ドル）

6.7.‒9.7. 中国

北京市、天津市、河北省

鉄砲水 死者1人

損害総額18億人民元（277百万米ドル）
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国

場所 事故

犠牲者数/損害額（データ入手が可能な場

合）現地通貨および/または米ドル

8.7. ナイジェリア

エキティ州、オスン州、アクワ・イ

ボム州、ケビ州、ナイジャ州、クワ

ラ州、エボニ州、エヌグ州、アビア

州、オヨ州、ラゴス州

洪水 死者20人

500人が家を失う

13.7.‒17.7. 中国

河北省、山西省、遼寧省、黒竜江

省、陝西省、甘粛省、寧夏回族自

治区

洪水－家屋58,000戸が損傷 損害総額25億米ドル

17.7. アフガニスタン

バダフシャーン州、カーブル州、ナ

ンガルハール州

鉄砲水－家屋260戸が損壊 死者36人

負傷者22人

20.7.‒31.8. インド

グジャラート州

激しいモンスーン雨による洪水 死者224人

損害総額200億インド・ルピー

（313百万米ドル）

31.7.‒3.8. インド

西ベンガル州、ジャールカンド州

激しいモンスーン雨による洪水－家屋7,868戸が損

壊、44,361戸が損傷、耕作地1,059,000ヘクタール

が冠水

死者58人

25,000人が家を失う

損害総額78億インド・ルピー

（122百万米ドル）

2.8.‒3.8. ベトナム

ムウカンチャイ県（イエンバイ省）

ムオンラー県（ソンラ省）

鉄砲水、地滑り 死者23人

負傷者16人

損害総額5,000億ドン（22百万米ドル）

3.8.‒10.8. 中国

陇南市、蘭州市、白銀市、甘粛省

暴風雨と洪水－家屋2,300戸が損壊、11,900戸が

損傷、耕作地700ヘクタールが崩壊、耕作地10,800

ヘクタールが冠水

死者9人、行方不明者1人

9,900人が家を失う

損害総額930百万人民元（143百万米ドル）

11.8.‒14.8. ネパール

タライ

激しいモンスーン雨による洪水－家屋41,626戸が

損壊、150,510戸が損傷、農業と家畜部門に甚大

な被害

死者134人

負傷者22人

損害総額607億1,700万ネパール・ルピー

（595百万米ドル）

12.8.‒16.8. バングラデシュ

クリグラム県、ガイバンダ県、ボグ

ラ県、ディナジプール県、シラジガ

ンジ県

激しいモンスーン雨が洪水をもたらす－家屋

593,247戸および耕作地650,000ヘクタールが

冠水

死者117人

負傷者297,254人

損害総額500百万米ドル

12.8.‒26.8. インド

アラリア、ジョグバニ、（ビハール

州）

ビハール州の激しいモンスーン雨が洪水をもたら

す－ガンダック川の堤防8ヵ所が決壊

死者514人

損害総額1,000億インド・ルピー

（15億6,700万米ドル）

26.8.‒27.8. ニジェール

ニアメ、アガデス州、ディファ州、ド

ッソ州、マラディ州、タウア州、ティ

ラベリ州、ザンデール州

集中豪雨による鉄砲水－家屋12,000戸が損壊、耕

作地9,804ヘクタールが失われた

死者56人

損害総額10百万米ドル

28.8.‒29.8. カナダ

ウィンザー、ティカムシ、エセック

ス、オンタリオ州

オンタリオ州ウィンザーで激しい降雨が洪水をもた

らす

保険損害額161百万カナダ・ドル

（129百万米ドル）

29.8. インド

ムンバイ、ターネー、パラー

鉄砲水 死者14人

保険損害額50億インド・ルピー

（78百万米ドル）

損害総額300百万米ドル

10.9. イタリア

リヴォルノ

鉄砲水 死者8人

損害総額180百万ユーロ（216百万米ドル）

11.9. クロアチア

ザダル、クニン

集中豪雨による鉄砲水および風害、1件の竜巻－

インフラに甚大な被害

保険損害額40百万クーナ（6百万米ドル）

損害総額10億クーナ（161百万米ドル）

19.9. コンゴ民主共和国 洪水 死者105人

26.9. ウガンダ 洪水 死者25人

9.10.‒12.10. ベトナム、タイ

イエンバイ省、ホアビン省

熱帯低気圧の余波が豪雨と洪水をもたらす 死者27人

負傷者32人

損害総額2兆ドン（88百万米ドル）
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犠牲者数/損害額（データ入手が可能な場

合）現地通貨および/または米ドル

23.10.‒26.10. グアテマラ

アルタ・ベラパス県

豪雨による洪水および地滑り（熱帯低気圧16号）

－家屋4,341戸が損傷

死者25人

30.10. インド

タミル・ナードゥ州チェンナイ

鉄砲水 死者21人

4.11.‒5.11. タイ

ペナン

鉄砲水、地滑り 死者7人

3,000人が家を失う

損害総額50百万米ドル

7.11. コロンビア

カウカ県コリント

豪雨による鉄砲水および泥流－家屋37戸が損

壊、17戸が損傷

死者4人、行方不明者18人

負傷者30人

15.11.‒18.11. ギリシャ、イタリア

マンドラ、ネア・パラモス、メガラ

鉄砲水、ひょう、雷雨－建物428棟が損傷 死者23人

負傷者24人

27.11.‒1.12. インドネシア

東ジャワ、ジョグジャカルタ、バリ

熱帯暴風雨チャンパカの余波による洪水 死者11人

負傷者35人

2,000人が家を失う

11.12.‒12.12. イタリア

レンティジョーネ・ディ・ブレシェッ

ロ（レッジョ・エミリア県）、コロルノ

（パルマ県）

集中豪雨による洪水、エンザ川、パルマ川、セッキア

川の堤防が決壊－商業施設と住居が損傷

保険損害額40百万ユーロ（48百万米ドル）

 暴風

月日

国

場所 事故

犠牲者数/損害額（データ入手が可能な場

合）現地通貨および/または米ドル

1.1.‒3.1. 米国

ジョージア州、テキサス州、アラバマ

州、ルイジアナ州、ミシシッピ州

雷雨、竜巻、集中豪雨 死者3人

保険損害額100～300百万米ドル損害総額

200百万米ドル

12.1.‒13.1. フランス、ドイツ、スイス、ルクセンブ

ルク

冬の嵐エゴン、凍るような冷たい風、大雪、洪水 死者3人

保険損害額275百万ユーロ（331百万米ド

ル）

18.1.‒23.1 米国

カリフォルニア州、ジョージア州、ミ

シシッピ州、テキサス州、フロリダ

州、アラバマ州、ルイジアナ州、サウ

スカロライナ州

大型竜巻発生ミシシッピ州ハッティズバーグにお

いてEF3級の竜巻が1件

死者24人

負傷者200人

保険損害額600百万～10億米ドル

損害総額11億米ドル

31.1.‒4.2. イラン

ダマーヴァンド

猛吹雪、大雪、雪崩 死者5人、行方不明者2人

負傷者79人

1.2.‒8.2. フランス、スペイン 暴風カート、リーヴ、マルセル 負傷者17人

保険損害額72百万ユーロ（86百万米ドル）

4.2.‒7.2. アフガニスタン、パキスタン

ヌーリスターン州（アフガニスタン）、

チトラル（パキスタン）

吹雪、雪崩 死者165人

負傷者64人

7.2. 米国

ルイジアナ州、フロリダ州、アラバマ

州、ミシシッピ州

雷雨、ひょう、竜巻 死者1人

負傷者33人

保険損害額100～300百万米ドル

損害総額160百万米ドル

15.2.‒17.2 モザンビーク、ボツワナ

イニャンバネ州ビランクーロ

サイクロン・ディネオ、洪水－家屋33,014戸が損

壊、20,000戸が損傷、30,000ヘクタールの農作物

が失われた

死者7人

負傷者100人

損害総額17百万米ドル

19.2.‒20.2. 米国

テキサス州サンアントニオ

雷雨、ひょう、竜巻、鉄砲水 保険損害額100～300百万米ドル
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19.2.‒21.2. 米国

カリフォルニア州

強風、洪水 保険損害額25～100百万米ドル

損害総額120百万米ドル

23.2.‒24.2. 英国、ドイツ、ベルギー、オランダ、ア

イルランド

暴風トマス（英国およびアイルランドではドリス） 死者3人

保険損害額292百万米ドル

25.2. 米国

バージニア州、ペンシルベニア州

雷雨、大粒のひょう、竜巻 保険損害額100～300百万米ドル

損害総額180百万米ドル

28.2.‒2.3. 米国

イリノイ州、ミズーリ州、インディアナ州、ケンタッキ

ー州、オハイオ州、テネシー州、ジョージア州、アイ

オワ州、アーカンソー州、ノースカロライナ州、バ

ージニア州、アラバマ州、サウスカロライナ州、ウ

エストバージニア州、メリーランド州、ミシガン州

雷雨、竜巻、大粒のひょう 死者6人

保険損害額10～30億米ドル

損害総額18億米ドル

1.3. 中国

江蘇省、河南省

雷雨、ひょうを伴う嵐－家屋13,700戸以上が損傷

または損壊

死者1人

2,000人が家を失う

損害総額192百万人民元（30百万米ドル）

6.3.‒7.3. フランス 暴風ゼウス 死者2人

保険損害額284百万ユーロ（341百万米ドル）

6.3.‒9.3. 米国

ミズーリ州、ミシガン州、ニューヨーク州、ミネソタ

州、アイオワ州、オハイオ州、イリノイ州、ウィスコンシ

ン州、アーカンソー州、オクラホマ州、ネブラスカ州

雷雨、竜巻、ひょう 死者2人

負傷者15人

保険損害額10～30億米ドル

損害総額22億米ドル

7.3.-10.3. マダガスカル

サヴァ、サンバヴァ、アナランジロフ

ォ、ソフィア、ディアナ

サイクロン・イナウォ、洪水－家屋37,988戸が倒

壊、56,057戸が損傷、バニラ農園に激しい被害

死者81人、行方不明者18人

負傷者253人

247,000人が家を失う

8.3.‒9.3. カナダ

ウィンザー、サーニア、ロンドン、ナイアガラの滝、

セントキャサリンズ、ハミルトン（オンタリオ州）

オンタリオ州南部における暴風 死者1人

保険損害額105百万カナダ・ドル

（84百万米ドル）

19.3. ガーナ

キンタンポの滝、ブロング＝アハフォ州

雷雨、強風、大雨－キンタンポの滝で倒木が水遊

びをしていた人々 を襲う

死者20人

負傷者12人

21.3.‒22.3. 米国

サウスカロライナ州、テネシー州、ジ

ョージア州、ノースカロライナ州

雷雨、ひょう 死者1人

保険損害額600百万～10億米ドル

25.3. インド

マルダ県、西ベンガル州

雷雨－家屋20,000戸が損傷または損壊 死者4人

負傷者20人

60,000人が家を失う

28.3.‒31.3. 米国

テキサス州、バージニア州、ノースカ

ロライナ州、オクラホマ州

雷雨、大粒のひょう、竜巻 保険損害額100～300百万米ドル

損害総額280百万米ドル

28.3.‒10.4. オーストラリア

クイーンズランド州、ニューサウスウ

ェールズ州

最大風速263km/hのサイクロン・デビー、高潮、ローガン川、ア

ルバート川に沿ったクイーンズランド州南東部およびニューサ

ウスウェールズ州北東部における洪水でボーエン盆地の鉄道

網や港が被害を受け22の炭鉱の生産が中断、作物に被害

死者12人

保険損害額16億7千万オーストラリア・ドル

（13億6百万米ドル）

2.4.‒3.4. 米国

テキサス州、ジョージア州、ルイジアナ州、ミシ

シッピ州、アラバマ州、サウスカロライナ州、フ

ロリダ州、アーカンソー州、ノースカロライナ州

雷雨、竜巻、ひょう、鉄砲水 保険損害額100～300百万米ドル

4.4.‒6.4. 米国

アラバマ州、ケンタッキー州、ジョージア州、バ

ージニア州、サウスカロライナ州、テキサス

州、ミズーリ州、ノースカロライナ州、テネシー

州、フロリダ州、メリーランド州、オクラホマ州、

アーカンソー州、カンザス州、ワシントンDC

雷雨、竜巻、ひょう 保険損害額600百万～10億米ドル

5.4.‒7.4. カナダ

サント＝テレーズ、ブランビル、ロズメ

ール、サンティアシント（ケベック州）

冬の嵐、洪水 保険損害額108百万カナダ・ドル

（87百万米ドル）

7.4.‒8.4. 米国

オレゴン州、カリフォルニア州

雷雨、鉄砲水 死者1人

保険損害額25～100百万米ドル

損害総額100百万米ドル
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月日

国

場所 事故

犠牲者数/損害額（データ入手が可能な場

合）現地通貨および/または米ドル

10.4.‒11.4. 米国

テキサス州、イリノイ州、インディアナ州

雷雨、竜巻 保険損害額100～300百万米ドル

損害総額280百万米ドル

15.4.‒17.4. 中国

河南省、湖北省、陝西省、重慶市

雷雨 5,000人が家を失う

損害総額200百万米ドル

15.4.‒17.4. イラン

東アーザルバーイジャーン州、西アーザルバ

ーイジャーン州、コルデスターン州、ザンジャ

ーン州、マーザンダラーン州、アルダビール州

集中豪雨による河川氾濫 死者42人

損害総額300百万米ドル

21.4.‒25.4. 米国

テキサス州、テネシー州、オクラホマ州、ノースカ

ロライナ州、バージニア州、サウスカロライナ州

雷雨、大粒のひょう、竜巻、洪水 保険損害額600百万～10億米ドル

26.4. 米国

テキサス州

雷雨、大粒のひょう、竜巻 保険損害額25～100百万米ドル

損害総額100百万米ドル

3.5.‒5.5. 米国

テキサス州、ルイジアナ州、ジョージア

州、バージニア州、ノースカロライナ州

雷雨、竜巻、ひょう 保険損害額100～300百万米ドル

15.5.‒18.5. 米国

イリノイ州、ウィスコンシン州、ミネソ

タ州、オクラホマ州、アイオワ州、ニ

ューヨーク州

雷雨、ひょう、竜巻 保険損害額600百万～10億米ドル

23.5.‒24.5. カナダ

バンクーバー、エドモントン、カルガリ

ー、レッドディア、ラクーム

雷雨、ひょう、洪水 保険損害額66百万カナダ・ドル（52百万米ドル）

損害総額90百万カナダ・ドル（72百万米ドル）

23.5.‒24.5. 中国

湖北省、湖南省、重慶市、四川省、貴

州省、雲南省、広西チワン族自治区

雷雨、大粒のひょう、洪水－家屋4,000戸以上が

損傷または損壊

死者9人

6､000人が家を失う

損害総額400百万人民元（61百万米ドル）

27.5.‒28.5. 米国

ミズーリ州、テネシー州、バージニア

州、オクラホマ州、ケンタッキー州

雷雨、大粒のひょう、竜巻 保険損害額300～600百万米ドル

損害総額600百万米ドル

28.5. インド

ジャムイ、チャンパラン、バイシャリ、サ

マスティプル、ビハール州

雷雨－家屋250戸が損傷 死者29人

29.5. ロシア

モスクワ

雷雨－建物243棟、車両2,000台が損傷 死者16人

負傷者200人

30.5.‒31.5. バンクラデシュ、インド、

ミャンマー（ビルマ）

サイクロン・モラ－家屋64,999戸が損傷、バンクラ

デシュの仮設難民施設に甚大な影響

死者9人

負傷者136人

損害総額50百万米ドル

2.6.‒4.6. 米国

テキサス州

雷雨、大粒のひょう 保険損害額100～300百万米ドル

損害総額160百万米ドル

6.6.‒8.6. 南アフリカ

ケープタウン

冬の嵐、沿岸部の洪水－建物700棟が洪水により

損傷

死者8人

保険損害額18億ランド（145百万米ドル）

損害総額35億ランド（283百万米ドル）

12.6.‒14.6. 米国

テキサス州、ワイオミング州、中西部

中西部における雷雨、大粒のひょう、竜巻 保険損害額600百万～10億米ドル

損害総額12億米ドル

16.6.‒19.6. 米国

ネブラスカ州、アイオワ州、カンザス

州、ミズーリ州、ペンシルベニア州、イリ

ノイ州、バージニア州、ニューヨーク州

雷雨、ひょう、竜巻 保険損害額300～600百万米ドル

27.6.‒29.6. 米国

ネブラスカ州、アイオワ州、イリノイ州

雷雨、大粒のひょう、竜巻 保険損害額10～30億米ドル

損害総額14億米ドル

3.7.‒4.7. 日本

九州地方、中国地方

台風3号、熱帯性暴風ナンマドール 死者38人、行方不明者5人

負傷者28人

保険損害額107百万米ドル

11.7.‒12.7. 米国

イリノイ州、ミネソタ州

雷雨、ひょう、鉄砲水、竜巻 保険損害額100～300百万米ドル

13.7. 中国

吉林市、四平市、延辺朝鮮族自治

州

雷雨、洪水－家屋739戸が損壊、2,396戸が重度

の損傷、2,173戸が中度の損傷、10,500ヘクタール

の農作物が台無しに

死者7人、行方不明者1人

損害総額960百万人民元（148百万米ドル）
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月日

国

場所 事故

犠牲者数/損害額（データ入手が可能な場

合）現地通貨および/または米ドル

17.7.‒18.7. ベトナム、中国 熱帯性暴風タラス 死者14人

5,000人が家を失う

損害総額80百万米ドル

21.7.‒23.7. 米国

イリノイ州、カンザス州、ミズーリ州

雷雨、大粒のひょう 保険損害額300～600百万米ドル

損害総額600百万米ドル

23.7. カナダ

ウェタスキウィン、レッドディア、エドモ

ントン、カルガリー、バショー、カムロ

ーズ（アルバータ州）

雷雨、大雨、鉄砲水 保険損害額71百万カナダ・ドル（56百万米ド

ル）

損害総額100百万カナダ・ドル（80百万米ド

ル）

26.7.‒29.7. 中国

陝西省、楡林市

暴風雨と洪水－家屋900戸が損壊、17,300戸が

損傷、耕作地8,600ヘクタールが損壊、39,400ヘ

クタールの農作物が冠水

死者8人、行方不明者1人

76,800人が家を失う

損害総額32億人民元（492百万米ドル）

5.8.‒8.8. 米国

テキサス州、オクラホマ州、ルイジ

アナ州、カンザス州、ミズーリ州

雷雨、大粒のひょう、鉄砲水、竜巻 保険損害額100～300百万米ドル

損害総額200百万米ドル

6.8.‒10.8. イタリア 雷雨、ひょう、鉄砲水 保険損害額140百万ユーロ（168百万米ドル）

7.8. 日本

九州地方、東北地方

台風5号ノルー－家屋2戸が損壊、222戸が損

傷、354戸が冠水

死者2人

負傷者51人

保険損害額100億円（88百万米ドル）

10.8.‒12.8. ポーランド、チェコ共和国、スロバキ

ア

雷雨、デレッチョ風、ポーランドの森林に甚大な損

害

死者6人

負傷者50人

保険損害額60百万ユーロ（72百万米ドル）

23.8. 中国、ベトナム、香港、マカオ 台風ハト、珠江デルタ沿岸の高潮 死者26人、行方不明者1人

負傷者376人

保険損害額11億米ドル

損害総額48億米ドル

25.8.‒1.9. 米国

コーパスクリスティに上陸、次にル

イジアナ州に上陸

ハリケーン・ハービー（カテゴリー4）、ヒューストンにお

ける激しい内水洪水－家屋200,000戸が冠

水、30,000人が家を失う、冠水したクロスビーの化

学工場で爆発

死者89人

保険損害額300億米ドル

損害総額850億米ドル

6.9.‒12.9. 米国、キューバ、ヴァージン諸島（英

国領）、タークス・カイコス諸島、アン

ティグア・バーブーダ、アンギラ、バル

バドス、オランダ領アンティル、セン

トクリストファー・ネイビス

ハリケーン・イルマ 死者126人

保険損害額300億米ドル

損害総額670億米ドル

11.9.‒16.9. ベトナム、フィリピン、中国 台風ドクスリ 死者22人、行方不明者4人

負傷者112人

損害総額600百万米ドル

17.9.‒18.9. 日本、フィリピン、沖縄、北海道 台風18号タリム 死者27人、行方不明者4人

負傷者59人

保険損害額268百万米ドル

損害総額812百万米ドル

17.9. ルワンダ

ルシジ郡、ニャマシェケ郡、フイエ

郡、ブゲサラ郡、ギクンビ郡、ンゴマ

郡、キヘレ郡、ルバブ郡、ニャビブ

郡

雷雨、大雨 死者3人

負傷者24人

2,200人が家を失う

19.9.‒21.9. 米国、ドミニカ、トリニダード・トバゴ、

グアドループ、マルティニーク、ドミニ

カ共和国

ハリケーン・マリア 死者101人、行方不明者35人

保険損害額320億米ドル

損害総額650億米ドル

24.9.‒27.9. 香港、中国 熱帯性暴風パカー 死者12人

負傷者72人

保険損害額45百万米ドル

損害総額760百万人民元（117百万米ドル）
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月日

国

場所 事故

犠牲者数/損害額（データ入手が可能な場

合）現地通貨および/または米ドル

1.10.‒5.10. 中国

四川省、重慶市、安徽省、河南省、

湖北省、陝西省

雷雨、洪水－家屋5,200戸が損壊 死者23人

損害総額490百万人民元（75百万米ドル）

5.10. ドイツ、ポーランド、チェコ共和国、オ

ランダ

暴風ザビエル 死者9人

負傷者63人

保険損害額350百万ユーロ（420百万米ド

ル）

7.10.‒8.10. 米国、コスタリカ、パナマ、ニカラグア、

エルサルバドル、ホンジュラス、グア

テマラ

ハリケーン・ネイト 死者31人、行方不明者19人

保険損害額128百万米ドル

損害総額500百万米ドル

9.10.‒10.10. 南アフリカ

ダーバン

雷雨、大粒のひょう、鉄砲水 保険損害額10億ランド（81百万米ドル）

損害総額27億ランド（218百万米ドル）

14.10.‒15.10. 米国

イリノイ州、ミズーリ州、カンザス州

雷雨、大粒のひょう、鉄砲水 保険損害額100～300百万米ドル

16.10.‒17.10. アイルランド、英国 ハリケーン・オフィーリアの余波が風害をもたらす 保険損害額73百万米ドル

損害総額105百万米ドル

16.10.‒18.10. カナダ

カルガリー、メディシンハット、レジャ

イナ、ムースジョー、サスカトゥーン、ウ

ィニペグ、ドーフィン

ブリティッシュコロンビア州とプレーリー州における

暴風

保険損害額109百万カナダ・ドル（87百万米

ドル）

損害総額140百万カナダ・ドル（112百万米ド

ル）

18.10. フィリピン、日本 台風21号ラン（パオロ）の余波 2,500人が家を失う

保険損害額888百万米ドル

損害総額26億米ドル

23.10.‒24.10. 米国

ノースカロライナ州、サウスカロライ

ナ州

雷雨、鉄砲水 保険損害額25～100百万米ドル

損害総額120百万米ドル

29.10. ドイツ、オーストリア、デンマーク、ポー

ランド、チェコ共和国、スロバキア、

ハンガリー

暴風ヘルバルト 死者8人

保険損害額390百万米ドル

29.10.‒30.10. 米国、カナダ米国：マサチューセッ

ツ州、メイン州、ロードアイランド州、

コネチカット州、ニューハンプシャー

州、ニューヨーク州、バーモント州カ

ナダ：キングストン、オタワ、オンタリ

オ州ガティノー、ウェークフィールド、

ケベック州

熱帯性暴風フィリップの余波が強風と洪水被害

をもたらす

保険損害額300～600百万米ドル

損害総額612百万米ドル

2.11.‒6.11. ベトナム、フィリピン、マレーシア 台風ダムレイ 死者123人

損害総額10億800万米ドル

5.11.‒6.11. 米国

オハイオ州、ミズーリ州

雷雨、ひょう 保険損害額100～300百万米ドル

損害総額260百万米ドル

29.11.‒2.12. インド、スリランカケーララ州、タミ

ル・ナードゥ州、マハラシュトラ州

サイクロン・オキ－大勢の漁師が荒波にのまれる 負傷者63人

11.12. 南アフリカ

ミッドバール、ハウテン州

竜巻により家屋550戸が損傷 負傷者50人

300人が家を失う

16.12.‒18.12. フィリピン

ミマロパ地方、ミンドロ州、パラワン

州東ビサヤ地方（リージョンVIII）

熱帯性暴風カイタクが洪水を引き起こす－家屋

5,535戸が損壊、28,538戸が損傷

死者47人、行方不明者44人

負傷者78人

損害総額28億2,500万フィリピン・ペソ

（57百万米ドル）

19.12. オーストラリア

メルボルン、ビクトリア州

メルボルンで雷雨、大粒のひょう、大雨、鉄砲水－車

両へのひょう害

保険損害額378百万オーストラリア・ドル

（296百万米ドル）

損害総額450百万オーストラリア・ドル

（352百万米ドル）

22.12.‒24.12. フィリピン

東ダバオ州、北ラナオ州、東ミサミ

ス州、西ミサミス州、北サンボアン

ガ州、バラバク、パラワン州

熱帯性暴風テンビン（ヴィンタ）が洪水を引き起こ

す－家屋4,179戸が損壊、5,182戸が損傷

死者168人、行方不明者163人

19,369人が家を失う

損害総額23億4,500万フィリピン・ペソ

（47百万米ドル）
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 地震

月日

国

場所 事故

犠牲者数/損害額（データ入手が可能な場

合）現地通貨および/または米ドル

18.1. イタリア

ファリンドラ

Mw	5.7の一連の地震、雪崩によりホテルが埋

没－吹雪で救助が難航

死者34人

負傷者11人

保険損害額5百万ユーロ（6百万米ドル）

損害総額15百万ユーロ（18百万米ドル）

10.2. フィリピン

ミンダナオ島スリガオ市から

16km沖合

Mw	6.7の地震（Mw	5.9の余震）－家屋555戸が損

壊、9,775戸が損傷

死者8人

負傷者249人

損害総額20億フィリピン・ペソ

（40百万米ドル）

26.3. 中国漾濞県、雲南省 Mw	5.0の地震 負傷者1人

2,105人が家を失う

損害総額202百万人民元（31百万米ドル）

4.4.‒16.4. フィリピン

マビニ、バタンガス州

一連の地震－家屋579戸が損壊、2,660戸が損傷 死者6人

3,528人が家を失う

10.5. 中国、タジキスタン

震源地：タジキスタン、ムルガブ、

中国：塔什庫爾干

Mw	5.5の地震－家屋3,015戸が損壊 死者8人

負傷者23人

9,200人が家を失う

13.5. イラン

ボジュヌールド、北ホラーサーン

州

Mw	5.8の地震 死者2人

負傷者370人

6.7. フィリピン

オルモック市、レイテ州

Mw	6.5の地震－家屋735戸が損壊、1,029戸が

損傷

死者2人

負傷者220人

損害総額5百万米ドル

21.7. ギリシャ、トルコ

ゴコヴァ湾

Mw	6.6の地震がボドルム南岸の一部とコス島で津

波を引き起こす

死者2人

負傷者190人

8.8. 中国四川省阿坝県漳扎鎮 Mw	6.5の地震－家屋40,000戸が損傷 死者25人

負傷者525人

7.9. メキシコ、グアテマラ

ピヒヒアパン、チアパス州、オアハ

カ州

Mw	8.1の地震－家屋47,468戸が損壊、94,027戸が

損傷

死者98人

負傷者251人

保険損害額400百万米ドル

損害総額40億米ドル

19.9. メキシコ

アテンシンゴ、プエブラ州

Mw	7.1の地震－家屋184,000戸が損傷	 死者369人

負傷者6,000人

保険損害額12億米ドル

損害総額80億米ドル

12.11. イラン、イラク

震源地：イラク、ハラブジャの南

30km

イラン‐イラク間の国境でMw	7.3の地震－家屋

30,000戸が損傷

死者630人

負傷者9,947人

保険損害額3,000億イラン・リアル

（8百万米ドル）

損害総額26兆イラン・リアル

（721百万米ドル）

2017年の報告諸表
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 干ばつ、森林火災、熱波

月日

国

場所 事故

犠牲者数/損害額（データ入手が可能な場

合）現地通貨および/または米ドル

15.1.‒28.1. チリ

ビオビオ州、ラ・アラウカニア州、ロ

ス・ラゴス州、マウレ州、首都州、オ

ヒギンズ、バルパライソ州

山火事－家屋1,103戸が損壊、森林467,537ヘクター

ル、ブドウ園92ヘクタールが焼失

死者11人

負傷者30人

保険損害額100百万米ドル

損害総額370百万米ドル

1.3.‒31.12. ソマリア、エチオピア、ケニア 干ばつ 損害総額10億米ドル

12.4.‒15.6. インド 熱波 死者264人

6.6.‒10.6. 南アフリカ

クニスナ

電気の火花によって引き起こされ、冬の嵐の風によ

り燃え広がった山火事－建物600棟が損壊

死者9人

保険損害額178百万米ドル

損害総額364百万米ドル

17.6.‒18.6. ポルトガル

ペドローガン・グランデ、カスタニ

ェイラ・デ・ペーラ、フィゲイロー・ド

ス・ヴィーニョス

山火事－家屋320戸が損傷、森林45,328ヘクター

ルが焼失

死者65人

負傷者160人

保険損害額16百万ユーロ（19百万米ドル）

損害総額193百万ユーロ（232百万米ドル）

18.6.‒22.6. フランス、イタリア、セルビア・モン

テネグロ、スペイン、クロアチア

欧州における干ばつ 保険損害額300百万ユーロ

（360百万米ドル）

損害総額32億ユーロ（38億4,300万米ドル）

15.7.‒27.7. カナダ

ウィリアムズレイク、ブリティッシュ

コロンビア州

ウィリアムズレイクの山火事 保険損害額89百万カナダ・ドル

（71百万米ドル）

損害総額100百万カナダ・ドル

（80百万米ドル）

8.10.‒20.10. 米国

サンタローザ（ソノマ郡）、ナパ郡

山火事「タブス火災」－建造物5,643棟が損壊、森

林14,895ヘクタールが焼失、ワイナリーとブドウ園に

損害

死者22人

保険損害額77億1千万米ドル

損害総額95億米ドル

8.10.‒20.10. 米国

ナパ郡、ソラノ郡、カリフォルニア

州

山火事「アトラス火災」－建造物481棟が損壊、90

棟が損傷、ワイナリーとブドウ園に損害、森林20,891

ヘクタールが焼失

死者6人

保険損害額26億6,600万米ドル

損害総額32億米ドル

8.10.‒20.10. 米国

メンドシーノ郡、カリフォルニア州

山火事「メンドシノ湖コンプレックス」－545棟が損

壊、43棟が損傷、土地14,780ヘクタールが焼失

死者9人

保険損害額587百万米ドル

損害総額800百万米ドル

15.10.‒16.10. ポルトガル、スペイン

ポルトガル：ヴィゼウ、コインブラ

スペイン：ガリシア州

山火事 死者49人

負傷者71人

保険損害額269百万ユーロ

（323百万米ドル）

損害総額13億2,900万ユーロ

（15億9,600万米ドル）

4.12.‒23.12. 米国

ベンチュラ郡、サンタバーバラ郡、

カリフォルニア州

山火事「トーマス火災」（サンタアナ・ウィンド）－建造

物1,063棟が損壊、森林114,078ヘクタールが焼失（

カリフォルニア州史上最も大規模な火事）

保険損害額22億7,000万米ドル

5.12.‒12.12. 米国

シルマー、カリフォルニア州

山火事「クリーク火災」（サンタアナ・ウィンド）－居住

建物60戸と離れ家63戸が損壊、居住建物55戸と

離れ家26戸が損傷、森林708ヘクタールが焼失

保険損害額100～300百万米ドル

損害総額310百万米ドル

7.12.‒12.12. 米国

サンディエゴ郡、カリフォルニア州

山火事「ライラック火災」（サンタアナ・ウィンド）－建造

物157棟が損壊、64棟が損傷、森林1,659ヘクター

ルが焼失

保険損害額100～300百万米ドル

損害総額130百万米ドル
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 寒波、霜

月日

国

場所 事故

犠牲者数/損害額（データ入手が可能な場

合）現地通貨および/または米ドル

5.1.‒10.1. ポーランド、イタリア、チェコ共和

国、ギリシャ、セルビア、マケドニア

共和国、スロバキア、アルバニア、

ルーマニア、ウクライナ、ベラルー

シ

気温が氷点下30℃におよぶ欧州の寒波－大雪 死者123人

負傷者539人

16.1.‒22.1. イタリア 大雪、凍てつくような風、凍結 死者3人

保険損害額90百万ユーロ（108百万米ドル）

22.1.‒25.1. アフガニスタン

ジョウズジャーン州

寒波 死者27人

14.3.‒16.4. 米国

サウスカロライナ州、ジョージア

州、ノースカロライナ州、テネシー

州、アラバマ州、ミシシッピ州、フロ

リダ州、ケンタッキー州、バージニ

ア州

激しい霜による南東部の農作物の被害 損害総額10億米ドル

19.4.‒24.4. ドイツ、オーストリア、イタリア、フラン

ス、スイス、スペイン、クロアチア、ス

ロベニア、ルーマニア、ウクライナ、

セルビア

寒波による欧州の霜害－農業に甚大な被害 保険損害額775百万ユーロ

（930百万米ドル）

損害総額34億500万ユーロ

（40億8,900万米ドル）

 ひょう

月日

国

場所 事故

犠牲者数/損害額（データ入手が可能な場

合）現地通貨および/または米ドル

18.2. オーストラリア

シドニー、イラワラ

ひょうを伴う嵐（シドニー暴風） 保険損害額400百万米ドル

損害総額470百万米ドル

26.3.‒28.3. 米国

テキサス州、オクラホマ州、アラ

バマ州、テネシー州、ケンタッキー

州、ミシシッピ州

ひょうを伴う嵐、雷雨、竜巻 保険損害額10～30億米ドル

損害総額24億米ドル

8.5.‒11.5. 米国

デンバー、コロラド州、ニューメキ

シコ州、オクラホマ州、テキサス

州、ミズーリ州

ひょうを伴う嵐、雷雨、竜巻、コロラド州デンバーにお

ける激しいひょう害

保険損害額10～30億米ドル

損害総額34億米ドル

11.6. 米国

ミネアポリス、ミネソタ州、ウィスコ

ンシン州

ミネソタ州におけるひょうを伴う嵐 保険損害額10～30億米ドル

22.6.‒23.6. ドイツ、ハンガリー ひょうを伴う嵐ポールとラスマンド－農業に甚大な

被害

保険損害額600百万ユーロ

（721百万米ドル）

24.6.‒28.6. イタリア ひょうを伴う嵐、雷雨、鉄砲水 保険損害額110百万ユーロ（132百万米ドル）

21.7.‒27.7. スイス北部 ひょうを伴う嵐 保険損害額86百万スイス・フラン

（88百万米ドル）

損害総額100百万スイス・フラン

（103百万米ドル）

27.7. トルコ

イスタンブール

ひょうを伴う嵐、雷雨、鉄砲水－飛行機の着陸や車

両に被害

負傷者10人

保険損害額700百万トルコリラ

（185百万米ドル）
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 その他自然災害

月日

国

場所 事故

犠牲者数/損害額（データ入手が可能な場

合）現地通貨および/または米ドル

25.1. インド

ギャンダーボール、バンディポラ

（ジャンムー・カシミール州）

雪崩により市民が家の中に、兵士が陸軍キャンプに

閉じ込められる

死者24人

29.4. キルギスタン

アユ、ウズゲン地区、オシ

大雨と雪解けが地滑りを引き起こす－家屋11戸が

損壊

死者24人

24.6. 中国

四川省茂県叠渓鎮新磨村

地滑り－家屋40戸が損壊 死者10人、行方不明者73人

13.8. インド

コトローピ、マンディ地区、ヒマーチ

ャル・プラデシュ州

大規模な地滑りが家屋、バス2台および他の車両

を飲み込む

死者47人

14.8. シエラレオネ

リージェント、フリータウン

ババドリ川流域で大雨が洪水、大規模な地滑りお

よび土石流を引き起こす－建物349棟が損壊、552

棟が損傷

死者1,141人

3,000人が家を失う

16.8. コンゴ民主共和国 地滑り 死者200人

16.12. チリ

ビラ・サンタルチア、ロス・ラゴス州

大雨による泥流が村を飲み込む 死者18人、行方不明者4人

表8は、プロパティ・クレーム・サービシスが定義する米国自然災害の損害範囲を使用している。カナダの推定損害については、CatIQのデータに
よる。出典：スイス・リー・インスティテュートおよびCATぺリル部
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表9 
2017年における人災（日付順）

 航空機災害

月日

国

場所 事故

犠牲者数/損害額（データ入手が可能な場

合）現地通貨および/または米ドル

16.1. キルギスタン

ビシュケク

ターキッシュエアラインズ（THY）のボーイング

747-412F貨物機が着陸時に村落へ墜落

死者39人

14.3. アイルランド アイルランド沿岸警備隊のシコルスキー	S-92ヘリコ

プターが墜落

死者2人、行方不明者2人

7.6. ミャンマー（ビルマ） ミャンマー空軍の（陝西飛行工業公司製）Y-8-200F

輸送機が悪天候の中で海に墜落

死者122人

18.6. 宇宙 チャイナサット9A衛星が打ち上げ時の失敗により

誤った軌道にのる

18.11. 英国

ベッドフォードシャー州

飛行船エアランダー10が係留マストから外れて損

傷を受ける

28.11. 宇宙 ソユーズ2-1Bフレガートの打ち上げ失敗により、主要

任務用の衛星および一緒に搭載していた18機の

小型衛星を失う

8.12. カタール

ドーハ

カタール航空エアバスA321が地上滞留中に出火

 大火災、爆発

月日

国

場所 事故

犠牲者数/損害額（データ入手が可能な場

合）現地通貨および/または米ドル

2.1. コートジボワール

アビジャン

石油精製所の火災、爆発

9.1. 米国

ルイジアナ州

石油化学会社の火災

11.1. アラブ首長国連邦

ルーウェ

石油精製所の火災

19.1. イラン

テヘラン

電気ショートにより17階建ての建物から出火、崩壊 死者26人

負傷者180人

20.1. ロシア

バシコルトスタン共和国

石油精製所の火災

22.1. 日本

和歌山県

石油貯蔵タンクの火災

22.1. チェコ

共和国ピーセク

自動車用品工場の火災

29.1. 米国

ピッツバーグ、カリフォルニア州

ガス発電所の火災

30.1. フィンランド

ポリ

二酸化チタン製造施設の火災

1.2. フィリピン

カヴィテ州、マニラ

輸出用設備工場の火災 死者1人

負傷者126人

7.2. フィリピン

マニラ

スラム街の火災－仮設住宅1,000棟が損壊 負傷者7人

15,000人が家を失う



Swiss Re sigma	No	1/2018	 43

月日

国

場所 事故

犠牲者数/損害額（データ入手が可能な場

合）現地通貨および/または米ドル

8.2. 中国

天津市

電子機器工場の火災

25.2. 米国

ロングビュー、テキサス州

化学工場の蒸気雲爆発 死者4人

負傷者60人

7.3. グアテマラ

グアテマラシティ

児童養護施設の火災 死者40人

14.3. カナダ

フォート・マクマレー

石油精製所の火災 負傷者1人

24.3. 南アフリカ

ダーバン

コンテナ倉庫の火災

2.4. アラブ首長国連邦

ドバイ

72階建て居住用ビルの火災

5.4. メキシコ

マンサニヨ

火力発電所の火災

12.4. セネガル

メディナ・ゴナセ

宗教的な祝祭の間に発生した仮設避難所の火災

が将棋倒しを引き起こす

死者22人

26.4. 英国

サルフォード、マンチェスター

大学研究病院の火災

27.4. コロンビア

カルタヘナ

6階建ての建物が建設中に崩壊 死者20人

負傷者20人

10.5. インド

バラトプル、ラージャスターン州

結婚式場の壁が崩壊 死者26人

負傷者28人

14.5. フィリピン

クラーク経済特別区

タイヤ工場の火災 負傷者1人

28.5. インド

コルバ、チャッティースガル州

発電所の火災 負傷者7人

7.6. インド

バーラーガート

爆竹工場の爆発 死者23人

負傷者10人

14.6. 英国

ロンドン

24階建て居住用ビルの火災－故障した冷凍冷蔵

庫から出火

死者71人、行方不明者9人

負傷者74人

24.7. デンマーク

カロンボー

石油精製所の爆発

25.7. インド

ムンバイ

6階建て居住用ビルが崩壊 死者30人

4.8. オマーン アルミニウム工場の事故

10.8. 韓国

麗水

石油精製所の火災

30.8. ルーマニア

ティミショアラ

機械鋳造工場の火災

31.8. インド

ムンバイ

居住用ビルが崩壊 死者33人

7.9. 米国

チャールストン、テネシー州

化学工場の爆発と漏出 負傷者2人

11.9. カナダ

フォート・マクマレー

オイルサンド工場の火災 負傷者1人

14.9. マレーシア

クアラルンプール

学校の火災 死者24人

23.9. 中国

マカオ

建設中のカジノでの火災

4.10. 米国

キングスポート、テネシー州

石油化学工場の火災と爆発
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月日

国

場所 事故

犠牲者数/損害額（データ入手が可能な場

合）現地通貨および/または米ドル

8.10. ロシア

モスクワ

ショッピングモールの火災

26.10. インドネシア

ジャカルタ

花火工場の爆発と火災

31.10. ドイツ

ルートヴィヒスハーフェン

化学工場の火災と爆発 死者48人

負傷者46人

1.11. インド

アンチャハー、ラーイ・バレーリー

県、ウッタル・プラデシュ州

石炭火力発電所の爆発 死者32人

負傷者100人

20.11. 米国

ニュー・ウィンザー、ニューヨーク

州

化粧品工場の爆発 死者1人

負傷者125人

1.12. 中国

山東省青島区即墨市

倉庫の火災

21.12. 韓国

堤川

8階建ての居住用ビルの火災 死者29人

負傷者29人

23.12. フィリピン

ダバオ市、ミンダナオ島

ショッピングモールの火災 死者38人

 海上災害

月日

国

場所 事故

犠牲者数/損害額（データ入手が可能な場

合）現地通貨および/または米ドル

1.1. インドネシア

ジャカルタ

旅客フェリーで出火と爆発 死者23人

負傷者50人

14.1. インド

パトナ、ビハール州

過重量の木造小型船がガンジス川で沈没 死者24人

14.1. 地中海 難民を乗せた小型船がリビア沖で転覆 死者8人、行方不明者92人

18.1. キリバス

ノヌティ島

旅客フェリーが沈没 死者88人

11.2. モザンビーク

ケリマネ

チパカ川で小型船が転覆 死者1人、行方不明者20人

18.2. フィリピン

セブ、マクタン運河

3隻の船舶が衝突 負傷者58人

19.2. リビア・アラブ	ジャマーヒリーヤ国

ザーウィア

難民を乗せた小型船が沈没－74人の死体が浜辺

で発見される

死者74人

23.2. オマーン湾

フジャイラ

ガス積載タンカーが石油タンカーと衝突

31.3. 南大西洋 鉱石運搬船が南大西洋で行方不明 死者22人

5.4. ミャンマー（ビルマ）

パテイン

イラワジ・デルタでフェリーが川船に衝突 死者20人

24.4. セネガル

ベテンティ

木造観光船が転覆 死者21人

25.4. ナイジェリア

アクワ・イボム州

石油掘削装置の火災

24.5. リビア・アラブ	ジャマーヒリーヤ国

ズワーラ

難民を乗せた小型船が転覆 死者34人

10.6. 地中海 難民を乗せた小型船が転覆 死者10人、行方不明者100人

25.6. コロンビア

グアタペ貯水池、メデジン

グアタペ貯水池で旅客フェリーが転覆 死者9人、行方不明者28人
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月日

国

場所 事故

犠牲者数/損害額（データ入手が可能な場

合）現地通貨および/または米ドル

29.6. 地中海 難民を乗せた小型船が転覆 行方不明者60人

2.7. 地中海 難民を乗せた小型船が転覆 死者35人

11.7. 南大西洋

ニューカレドニア

コンテナ船が座礁

22.8. ブラジル

パラー州

シングー川で小型船が沈没 死者21人

22.8. ブラジル

パラー州

客船が転覆 死者21人、行方不明者5人

24.8. ブラジル

サルヴァドール

フェリーが転覆 死者18人、行方不明者3人

24.8. ブラジル

バイーア州

客船が転覆 死者22人

14.9. インド

バッグパット県、ウッタル・プラデ

シュ州

ヤムナー川で小型船が転覆 死者22人

15.9. ナイジェリア 客船が転覆 死者33人、行方不明者23人

20.9. 地中海

サブラタ

難民を乗せた小型船が転覆 死者50人

22.9. 黒海

ケフケン

漁船が転覆 死者21人、行方不明者5人

28.9. バングラデシュ ミャンマーから避難する難民を乗せた小型船が転

覆

死者23人、行方不明者40人

2.10. ナイジェリア ニジェール川で旅客フェリーが転覆 死者17人、行方不明者26人

8.10. バングラデシュ 難民を乗せた小型船が転覆 死者12人、行方不明者28人

8.10. 地中海

ケルケナー

チュニジアの軍用船が難民船と衝突 死者8人、行方不明者20人

12.11. インド

イブラヒンパットナム　マンダール

クリシュナ川で観光客を乗せた小型船が転覆 死者16人、行方不明者7人

25.11. 地中海 難民を乗せた小型船が転覆 死者31人

23.12. タンザニア

ウビンザ県

タンガニーカ湖で二艘の発動機船が衝突 死者19人、行方不明者3人
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 鉱山事故

月日

国

場所 事故

犠牲者数

（データ入手が可能な場合）

3.5. イラン

アザドシャー

炭鉱で爆発 死者42人

負傷者80人

2.7. ガーナ

プレスタ・ヌスタ

金鉱が崩壊 死者22人

 鉄道災害（索道を含む）

月日

国

場所 事故

犠牲者数

（データ入手が可能な場合）

4.1. 米国

ニューヨーク

通勤列車が脱線 負傷者103人

21.1. インド

クネールー、ビジャヤナガラム県、

アンドラ・プラデシュ州

旅客列車が脱線 死者41人

負傷者68人

30.3. インド

クルパハー、マホーバー県、ウッタ

ル・プラデシュ州

旅客列車が脱線 負傷者52人

28.7. スペイン

バルセロナ

通勤列車がプラットホームに突っ込む 負傷者54人

11.8. エジプト

アレクサンドリア

二本の列車が衝突 死者41人

負傷者130人

19.8. インド

カタウリ、ムザッファルナガル県、ウ

ッタル・プラデシュ州

旅客列車が脱線 死者22人

負傷者156人

23.8. インド

オーライヤ県

旅客列車の客車10両が線路に乗り上げたダンプカ

ーと衝突後に脱線

負傷者100人

13.11. コンゴ民主共和国

バイオフウェ

列車が脱線、出火 死者33人

負傷者23人

5.12. ドイツ

メーアブッシュ、ノルトライン＝ヴェ

ストファーレン州

旅客列車が貨物列車と衝突 負傷者50人

18.12. 米国

ワシントン州

旅客列車が高速道路との高架交差路に接近中に

脱線、走行中の車両14台に被害

死者3人

負傷者62人
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 その他の大規模損害

月日

国

場所 事故

犠牲者数

（データ入手が可能な場合）

1.1. トルコ

イスタンブール

ナイトクラブで銃乱射 死者39人

負傷者70人

8.1.‒12.1. メキシコ ガソリンの値上げに対する暴動

20.1. パキスタン

パラチナル

食品市場で爆弾爆発 死者25人

負傷者87人

10.2. アンゴラ

ウイジェ州

サッカー競技場で将棋倒し 死者17人

負傷者61人

13.2. パキスタン

ラホール

集団での抗議運動中に自爆テロ 死者18人

負傷者91人

16.2. パキスタン

セーワン

聖廟で自爆テロ 死者91人

負傷者300人

11.3. エチオピア

アジスアベバ

スラム街の廃棄物処理場が崩壊 死者113人

31.3. パキスタン

パラチナル

モスクの外で自動車爆弾が爆発 死者24人

負傷者70人

3.4. ロシア

サンクトペテルブルク

サンクトペテルブルクの地下鉄駅で自爆テロ 死者15人

負傷者64人

9.4. エジプト

タンタ、アレクサンドリア

聖枝祭ミサ中の2堂の教会で同時自爆テロ 死者47人

負傷者126人

14.4. スリランカ

コロンボ

スラム街の廃棄物処理場が崩壊－家屋40戸が損

壊、104戸が損傷

死者32人

9.5. タイ

パッターニ県

スーパーマーケットの外で2件の爆弾爆発 負傷者80人

22.5. 英国

マンチェスター

コンサート会場の外で自爆テロ 死者22人

負傷者116人

3.6. イタリア

トリノ

スポーツの祝祭で将棋倒し 死者1人

負傷者1,500人

23.6. パキスタン

パラチナル

食品市場で2件の爆弾爆発 死者72人

負傷者200人

15.7. セネガル

ダカール

サッカー競技場で将棋倒し 死者8人

負傷者60人

27.8. 英国

イースト・サセックス

バーリン・ギャップ海岸でガス雲 負傷者150人

29.9. インド

ムンバイ

朝の通勤ラッシュアワー中に鉄道の駅で将棋倒し 死者23人

負傷者39人

1.10. 米国

ラスベガス

野外音楽フェスティバルで銃乱射 死者58人

負傷者514人

24.11. エジプト

シナイ半島

モスクで爆弾爆発 死者311人

負傷者122人

17.12. パキスタン

クエッタ、バローチスターン州

礼拝中の教会で2件の自爆テロ 死者9人

負傷者57人
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表10 
1970－2017年：高額保険損害額の上位40件

保険損害額36

（百万米ドル、2017

年物価にスライド） 犠牲者数37 発生開始日 事故 国/地域

82	394 1	836 25.8.2005 ハリケーン・カトリーナ、高潮、石油掘削装置に被害 米国、メキシコ湾

38	128 18	451 11.3.2011 地震（Mw	9.0）が津波を引き起こす 日本

32	000 	136 19.9.2017 ハリケーン・マリア 米国、プエルトリコ、米国領ヴァージ

ン諸島、カリブ海諸国

30	774 	237 24.10.2012 ハリケーン・サンディ、高潮 米国、カリブ海諸国、カナダ

30	000  126 6.9.2017 ハリケーン・イルマ 米国、プエルトリコ、米国領ヴァージ

ン諸島、カリブ海諸国

30	000 	89 25.8.2017 ハリケーン・ハービー 米国

27	943  65 23.8.1992 ハリケーン・アンドリュー、高潮 米国、バハマ諸島

25	991 2	982 11.9.2001 世界貿易センター、国防省（ペンタゴン）およびその他

ビルへのテロ攻撃

米国

25	293  61 17.1.1994 ノースリッジ地震（Mw	6.7） 米国

23	051 	193 6.9.2008 ハリケーン・アイク：洪水、石油掘削装置に被害 米国、カリブ海諸国、メキシコ湾	

19	070  185 22.2.2011 地震（Mw	6.1）、余震 ニュージーランド

16 762 	119 2.9.2004 ハリケーン・アイバン；石油掘削装置に被害 米国、カリブ海諸国、ベネズエラ

16	341  815 27.7.2011 モンスーンによる大雨、激しい洪水 タイ

15 771 	53 19.10.2005 ハリケーン・ウィルマ：集中豪雨、洪水 米国、メキシコ、カリブ海諸国

13	476 	34 20.9.2005 ハリケーン・リタ：高潮、石油掘削装置に被害 米国、メキシコ湾

11	740 	123 15.7.2012 コーンベルトの干ばつ 米国

10	244 	36 11.8.2004 ハリケーン・チャーリー 米国、カリブ海諸国、メキシコ湾

10	159  51 27.9.1991 台風19号ミレイユ 日本

9	038  78 15.9.1989 ハリケーン・ユーゴ 米国、カリブ海諸国

8	989  562 27.2.2010 地震（Mw	8.8）が津波を引き起こす チリ

8 757 	95 25.1.1990 冬の嵐ダリア フランス、英国、ベルギー、オランダ、

その他

8 655 ‒ 4.9.2010 地震（Mw	7.0）、300回を超す余震 ニュージーランド

8	532  110 25.12.1999 冬の嵐ロタール スイス、英国、フランス、その他

7	952 	321 22.4.2011 大型の竜巻が発生；349件の竜巻、ひょう 米国

7 710 22 8.10.2017 山火事「タブス火災」 米国

7 680  177 20.5.2011 最大風速405km/hの竜巻が発生、ひょう 米国

7 205 	54 18.1.2007 冬の嵐キュリル；洪水 ドイツ、英国、オランダ、ベルギー、その他

6	684  22 15.10.1987 欧州における暴風と洪水 フランス、英国、オランダ、その他

6	523  50 26.8.2004 ハリケーン・フランシス、高潮 米国、バハマ諸島

6	190  51 22.8.2011 ハリケーン・アイリーン；洪水 米国、カナダ、カリブ海諸国

6 081 	45 6.9.2004 台風18号ソングダー 日本、韓国

5	942  26 22.9.1999 台風18号バート 日本

5 815  600 20.9.1998 ハリケーン・ジョージ；洪水 米国、カリブ海諸国

5	649 	64 25.2.1990 冬の嵐ビビアン スイス、ドイツ

4	998 3	034 13.9.2004 ハリケーン・ジ－ン；洪水 米国、カリブ海諸国

4	992 	43 5.6.2001 熱帯性暴風アリソン；大雨、洪水 米国

4	990 	137 14.4.2016 地震 日本

4	349  26 27.5.2013 洪水 ドイツ、チェコ共和国、その他

4	268  51 2.5.2003 雷雨、竜巻、ひょう、鉄砲水 米国

4	152  78 10.9.1999 ハリケーン・フロイド；大雨、洪水 米国、バハマ諸島

注：Mw＝モーメント・マグニチュード・スケール

出典：スイス・リー・インスティテュートおよびCATぺリル部

36　財物および事業中断（生命および賠償責任を除く）；米国の自然大災害の数値は、プロパティ・クレーム・サービシス（PCS）に基づいており、全米洪水保険プログラム（NFIP）

　　　の損害額も含めている（50頁の「用語および選択基準」を参照）。

37　死亡者および行方不明者
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表11 
1970－2017年：大災害による犠牲者数の上位40件

犠牲者数38

保険損害額39

（百万米ドル、2017

年物価にスライド） 発生開始日 事故 国/地域 

300	000 ‒ 11.11.1970 暴風および洪水による大災害 バングラデシュ

255 000 ‒ 28.07.1976 地震（Mw	7.6） 中国

222 570  112 12.01.2010 地震（Mw	7.0）、余震 ハイチ

220 000 2	594 26.12.2004 地震（Mw	9）がインド洋で津波を引き起こす インドネシア、タイ、その他

138	373 ‒ 02.05.2008 サイクロン・ナルギス、イラワジ・デルタが冠水 ミャンマー、ベンガル湾

138	000 	4 29.04.1991 サイクロン・ゴルキー バングラデシュ

87	449 	417 12.05.2008 四川省地震（Mw	7.9） 中国

74	310 ‒ 08.10.2005 地震（Mw	7.6）；余震、地滑り パキスタン、インド、アフガニスタン

66 000 ‒ 31.05.1970 地震（Mw	7.9）が岩盤滑りと洪水を引き起こす ペルー

55	630 ‒ 15.06.2010 最高気温摂氏40度の熱波 ロシア、チェコ共和国

40	000  216 20.06.1990 地震（Mw	7.4）、地滑り イラン

35	000 1 680 01.06.2003 欧州の熱波と干ばつ フランス、イタリア、ドイツ、その他

26 271 ‒ 26.12.2003 地震（Mw	6.5）でバム地方の85％が壊滅 イラン

25 000 ‒ 07.12.1988 地震（Mw	6.8） アルメニア

25 000 ‒ 16.09.1978 タバス地震（Mw	7.7） イラン

23	086 ‒ 13.11.1985 ネバドデルルイス火山の爆発が火山泥流を引き起こ

す

コロンビア

22	300 	323 04.02.1976 地震（Mw	7.5） グアテマラ

19	737 	138 26.01.2001 グジャラート地震（Mw	7.6） インド、パキスタン

19	118 1	471 17.08.1999 イズミット地震（Mw	7.6） トルコ

18	451 38	128 11.03.2011 地震（Mw	9.0）が津波を引き起こす 日本

15 000 	147 29.10.1999 オリッサ州におけるサイクロン05B インド

14	204 ‒ 20.11.1977 アンドラ・プラデシュ州におけるサイクロン インド

11	683  601 22.10.1998 中米のハリケーン・ミッチ ホンジュラス、ニカラグア、その他

11	069 ‒ 25.05.1985 ベンガル湾のサイクロン バングラデシュ

10 800 ‒ 26.10.1971 オリッサ州のサイクロン、ベンガル湾で洪水 インド

10 000 	324 12.12.1999 洪水、泥流と地滑り ベネズエラ

9	500 	547 19.09.1985 地震（Mw	8.0） メキシコ

9	475  30.09.1993 地震（Mw	6.4） インド

8	960  165 25.04.2015 地震（Mw	7.8） ネパール、インド、中国、バングラデシュ

8	135 	536 08.11.2013 台風ハイエン、高潮 フィリピン、ベトナム、中国、パラオ

7	079 ‒ 17.08.1976 地震（Mw	7.1）がモロ湾で津波を引き起こす フィリピン

6	434 3	975 17.01.1995 神戸地方の阪神淡路大震災（Mw	6.9） 日本

6	304 ‒ 05.11.1991 台風テルマ（フィリピン名ウリン） フィリピン

6 000 ‒ 02.12.1984 化学工場の事故；イソシアン酸メチルが流出 インド

6 000 ‒ 01.06.1976 熱波、干ばつ フランス

5	749 	49 27.05.2006 地震（Mw	6.4）；バンツールがほとんど壊滅 インドネシア

5	748  526 14.06.2013 モンスーンの大雨による洪水 インド

5	422 ‒ 25.06.1976 地震（Mw	7.1） インドネシア

5	374 ‒ 10.04.1972 ファーズ地方の地震（Mw	6.6） イラン

5	300 ‒ 28.12.1974 地震（Mw	6.0） パキスタン

注：Mw＝モーメント・マグニチュード・スケール

出典：スイス・リー・インスティテュートおよびCATぺリル部

38　死亡者および行方不明

39　財物および事業中断（生命および賠償責任を除く）
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用語および選択基準

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、
多くの保険証券を巻き込み数多くの損害をもたらす。 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、 建造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。 本誌では、 自然災害を 「洪水」、 「暴風」、 「地震」、 「干ばつおよび森林火
災および熱波」、「寒波および霜」、「ひょう」、「津波」、「その他の自然災害」 に分類している。

人災
本誌では、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、 少数の保険証券によりカバーされている、 非常に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いう。戦争、内乱および戦争に類似した事故は除く。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。
表 8 および表 9 （30 ～ 47頁） では、 すべての主要な自然大災害と人災、 付随する損害
を日付順に記載している。

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、 輸送手段などの被害である。 この用語には、 財物損害を直
接起因とした事業中断による損害も含まれる。 保険損害額は、 民間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こうむ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 の推定不足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 （もしくは、 経済的損害） は、 さまざま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、 その規模のおおよその
順序を示すものとして見るべきものである。

保険損害
「損害」は、賠償責任を除くすべての保険損害を含んでいる。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。

米国における NFIP の洪水損害
「シグマ」 の大災害データベースには、 「シグマ」 の選択基準を満たすことを条件に、 米国の

全米洪水保険プログラム （NFIP） がカバーする洪水損害も含まれる。

本誌は1970 年以来、 大規模損害を記載した諸表を公表している。 被災者に関する基準
値 （死亡者数、 行方不明者数、 重傷者数および家を失った人の数） も、 保険普及率が平
均以下の地域における事故が表に含まれるように設定した。

自然災害は自然の力に起因する

人災もしくは技術的災害は人間の活動が
引き起こす

大事故に直接起因する財物損害および
事業中断による損害額は本研究に含ま
れる	

経済的損害の金額は一般的な指標に過
ぎない

「損害」という用語は保険損害を含むが、
賠償責任は除く

米国におけるNFIPの洪水損害も含まれる
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2017報告年度では、 損害の下限基準値を以下のとおり設定した。

保険損害額（保険金）：

海上災害 20.3百万米ドル

航空 40.7百万米ドル

その他損害 50.5百万米ドル

または経済的損害総額： 101.0百万米ドル

または被災者数

死亡者もしくは行方不明者 20人

負傷者 50人

家を失った人 2,000人

インフレ調整、 公表データ・ 情報の修正
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 （2017年） での価値を
求めた。 	

これは、 英国で 2000 年10月29日から11月10日にかけて発生した洪水による財物保
険損害額を検証することで例示できる：

2000 年価格に基づく保険損害額： 　　　　10 億 4,650 万米ドル

2017 年価格に基づく保険損害額： 　　　　 14 億 8,990 万米ドル

別方法として、 損害額を現地通貨 （英ポンド） によりインフレ調整し、 その調整額を現行の
為替レートで米ドルに換算した場合、 結果として 2017年の保険損害額は13億 4,470万
米ドルとなり、 「シグマ」 の標準方法より 10％少なくなる。 この差が生じる理由は、 米ドルに
対する英ポンドの価値が2000 年から 2017年の間に10％減少したためである。 同期間に
おける両国のインフレ率は、 米国が 42.4％、 英国が 42.2% とその差はごくわずかであった。

2017年における保険損害額および被災
者数の基準値

損害額は年度末の為替レートを用いて決
定され、その後インフレ調整を行う

図11 
インフレ調整の別方法（比較用）

	 出典：スイス・リー・インスティテュート

 

英国の洪水 為替レート 米国インフレ

2000年10月29日－11月10日 百万英ポンド 米ドル/英ポンド 百万米ドル USDmn

元の損害額 700.0 1.495 1046.5 1046.5

2000年消費者物価指数水準 72.7 100.0

2017年消費者物価指数水準 103.4 142.4

インフレ率 1.422 1.424

2017年のインフレ調整 995.4 1.351 1344.7 1489.9

比較 90% 100%
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過去に発表された事故で報告された損害額に変更の生じたことが分かった場合には、 「シ
グマ」 のデータベースの変更を考慮する。 しかしこうした変更が表示されるのは1970 年以
降の 「高額保険損害額の上位40 件」、 あるいは 「災害の犠牲者上位40 件」 （48～ 49
頁に記載の表10 および表11を参照） に含まれる場合に限られる。

人災を発生日順に記載したリストでは、 保険損害額はすべてデータ保護のために記載され
ていない。 しかし、 保険損害額の合計は 「2017年：損害カテゴリー別の大規模損害リスト」
には含まれている。 本誌では個々の保険損害額または発表済みデータの最新情報につい
ては追加情報を提供しない。

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 40。 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・ リーは一切責
任を負わない （裏表紙の著作権情報を参照）。

使用した為替レート 41、 1米ドルに対する現地通貨

国 通貨 2017年末の為替レート

アラブ首長国連邦 UAEディルハム 3.6724

オーストラリア オーストラリア・ドル 1.2786

カナダ カナダ・ドル 1.2530

スイス スイス・フラン 0.9744

中国 人民元 6.5062

チェコ共和国 チェコ・コルナ 21.2766

ドミニカ共和国 ドミニカ・ペソ 48.5437

ユーロ圏 ユーロ 0.8327

英国 英ポンド 0.7392

香港 香港ドル 7.8186

クロアチア クーナ 6.1996

インド インド・ルピー 63.6943

イラン イラン・リアル 36075.0361

日本 円 112.3596

スリランカ スリランカ・ルピー 153.8462

ノルウェー ノルウェー・クローネ 8.1766

ネパール ネパール・ルピー 102.0408

ニュージーランド ニュージーランド・ドル 1.4059

フィリピン フィリピン・ペソ 50.0000

シエラレオネ レオン 7672.2418

タイ バーツ 32.5733

トルコ トルコリラ 3.7936

米国 米ドル 1.0000

ベトナム ドン 22706.6303

南アフリカ ランド 12.3762

出典：スイス・ リー ・インスティテュート

過去に発表された事故で報告された損

害額の変更はシグマのデータベースで更
新されている

人災については公開情報のみを利用

本誌を編集するにあたっては、 新聞、 元
受および再保険会社の定期刊行物、 専
門家の出版物およびその他のリポートな
どを参照している

40	米国における自然大災害：シグマに掲載の数字はインシュアランス・サービス・オフィス （ISO） の 1　部門である

				プロパティ・クレーム・サービシス （PSC） の推定値に基づくものであり、 PSC が定めた範囲の個々の事故にかか

			 わるものである。 推定値は ISOが著作権を有し、 ISO による明示の承諾なくして、 金融商品の構成要素として使

				用する場合を含めて、 他の目的のために印刷もしくは使用してはならない。

41	2017年の損害は上記為替レートを用いて米ドルに換算した。 他の通貨によって報告された損害はない。
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「シグマ」最近の出版物

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2017年の自然災害と人災：未曽有の損害をもたらした1年

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

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

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

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

新興市場の食料安全保障に向けた連携

2012年の自然災害と人災：この１年、 米国を襲った異常気象

2012年の世界の保険：景気回復への紆余曲折の道のり

海上保険およびエアライン保険における最近の動向を探る

新興市場における都市化：保険会社にとっての恩恵と悩み

生命保険：消費者に焦点を当てる

生命保険における収益性の理解

2011年の自然災害と人災：過去最大の損害をもたらした記録的な地震と洪水

2011年の世界の保険：損害保険は成長回復の兆し

直面する金利の課題

絶えず変化する企業リスクの付保

保険会計改革：悲観的に見るか、 楽観的に見るか？

2010 年の自然災害と人災：壊滅的で損害の大きな事故が続いた1年

2010 年の世界の保険：保険料の伸びは回復し、 自己資本が増加

保険市場における国家の関与

損害保険市場におけるプロダクト ・イノベーション：

小文字 「	i	」 のイノベーションと大文字 「	Ⅰ	」 のイノベーションの出会い

新興市場における保険：成長要因と収益性
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