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１．はじめに 

 

港湾や空港などの国際物流のハブ機能を有する国際

重要インフラは、その機能喪失によりその地域だけでな

くネットワークや市場を介して広域的に被害を波及させ

る。さらにその機能喪失が長期に及べば、物流ネットワ

ークそのものが変化し、地域の産業構造の変化を引き起

こす長期的影響を生じさせるという特徴を持っている。

そのため災害等のリスクに対して、この種の国際重要イ

ンフラを防御することは非常に重要な社会経済的意義を

有している。このような国際重要インフラに対して、重

点的な防御が必要な施設の特定化を行う等の対策を促進

するためには、施設の機能停止によって国際的に波及す

る負の外部効果を分析・評価する必要がある。本研究で

は国際重要インフラとして港湾をとりあげ、その機能停

止による国際的な被害の波及効果を計量化する手法を提

案することを目的とする。 
 
２．本研究の基本的な考え方 
 
（１）既存研究 
港湾の機能停止の影響を分析したものとして、阪

神・淡路大震災の際の神戸港の被害の影響を分析したも

のなどがある。例えば、黒田1),2)らは神戸港の機能麻痺

は２年間で約2000億円の間接被害を引き起こしたと推計

している。これは荷主が神戸港を利用できないために、

代替港湾として他の港湾を利用することとなり、陸上輸

送費が余計にかかることに起因する被害である。 
また、港湾で物流機能が停止した事例として2002年

のアメリカの例がある。これは米国西海岸の29の港湾が

港湾労使協定の改定交渉をめぐって、経営者側が11日間

港湾を閉鎖させたものである。その影響は20億ドル程度、

当時の為替レートで2400億円程度と推定されている。 
また、中央防災会議は大規模地震に対する被害推定

等を蓄積、公表している3),4)。ここでは、港湾の被災に

よって物流の迂回や取りやめが発生するとして、それぞ

れの損失額を間接被害に含めて計量化している。 
また、中部地域ではサプライチェーンの中で重要な

位置を占めるものづくり産業が集積しており、かつ大規

模地震の発生確率も高いため、この地域からの物流が停

止すると世界の工場全体が止まるということが懸念され

ている。そのため「港湾利用企業の産業防災研究会」が

構成され、災害時の事業継続や復旧の取り組み方の検討

などが行われている。この中で、中部地域で国際物流機

能が停止した時の経済損失額を試算している5)。 
これら先行研究は国内においての経済損失額を求め

るにとどまり、国際的に波及する、社会・経済的影響を

計量化する試みは十分になされてこなかった。 
港湾の機能停止が国際的に波及する構造を分析する

には、港湾を中心とした国際物流ネットワークと、それ

に支えられた国際貿易の構造を表現する必要がある。 
 
（２）SCGEモデルを用いた国際物流ネットワークと

国際経済の表現 
国際SCGEモデルは特に貿易自由化政策の与える影響

分析などに用いられ、これまでにも多くの研究の蓄積が

ある6),7)。例えば水谷ら8)は国際SCGEモデルを用いて、

交易条件の変化に伴う貿易量の将来予測を行うモデルを

構築している。ここでは、交通条件や人口、経済連携協

定、技術進歩が変化するとしてシナリオ分析を行ってい

る。しかしこれら先行研究では災害による物流ネットワ

ークの変化が世界経済に及ぼす影響は考慮されていない。

本研究では国際貿易の構造を国際物流ネットワークとし

て表現し、国際SCGEモデルを用いて港湾の機能停止に

よる国際経済への影響を分析する。 
 
（３）本研究における災害の表現 
a）SCGEモデルと国際物流ネットワークの関係 
本研究においては、国をノード、航路をリンクとみ
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なし、国際物流をそれらノードとリンクからなるネット

ワーク構造として表現する。図－１はこの概念図を示し

ている。 

ある一国の港湾が被災し、機能停止に陥った場合、

図－１上でのノードが被災することとなる。 

 

図－１ 国際物流をネットワークとして表した図 
 

このときノードの機能が完全には停止しない。多くの場

合、その国の代替港を利用することで輸出活動を継続し

ようとする努力がなされる。本研究ではこのときの影響

を、被災しない場合に比べて、代替港までの陸上輸送費

用が余分にかかるものとして表現できると考える。また、

輸入の場合にも同様に考えることができる。詳細は以下

のb）、ｃ）で述べる。 

b）港湾被災時の輸出構造の変化 

被災前、生産地lから消費地k に輸送する際に、財 j
に対して一単位あたり、コスト

lk
jτ がかかっていたとす

る。この時、
lk
jτ は以下の式であらわすことができる。 

k
jland

lk
jsea

l
jland

lk
j ττττ ++=

    
（１） 

l
jlandτ ：財 j を生産地lからその出荷港まで輸送する陸

上輸送費用 
lk
jseaτ ：生産地l の港から消費地k の港までの海上輸送

費用 
k
jlandτ ：財 j を輸入港から消費地k まで輸送する陸上

輸送費用 

被災後、生産地lの主要港湾が利用できなくなると、

同国内の別の代替港 2P を利用して輸出活動を継続する

状況を考える。このとき国内企業は被災前 1P に陸上輸

送していたのを、 2P に輸送せざるをえない状況になる。

本研究ではこれにより、陸上輸送費
l
jlandτ が

′l
jlandτ へ

と増加すると仮定する。図－２はこの状況を図示したも

のである。 

 

図－２ 港湾被災時の輸出構造の変化 
 

c）港湾被災時の輸入構造の変化 

 被災前の輸送費は（１）式で表わされるとする。ここ

で、消費地k の主要港湾が利用できなくなる場合を考

える。図－３はこの状況を図示したものである。この時、

同国内の代替港 2P を利用して輸入活動を継続するとす

る。消費地k 内の消費者に対して 1P から輸入した上で

陸上輸送していたのを、 2P からの輸入に切り替えた上

で輸送せざるをえなくなる。本稿ではこれにより、陸上

輸送費が
k
jlandτ から

′k
jlandτ に増加すると仮定する。 

 

 

図－３ 港湾被災時の輸入構造の変化 
 
（４）GTAPモデル 

本研究では、国際SCGEモデルとしてPurdue大学のGT
AP teamにより構築されたGTAPモデルを用いる。GTA
Pモデルやそのデータベースは、貿易自由化政策の影響

分析などに広く用いられており、国際貿易の分析を行う



上で標準的なツールとなりつつある。我が国でも貿易自

由化政策の他、港湾整備効果の分析などにも用いられて

いる。たとえば角野ら9)はEPA域内での連携などによる

輸送技術の向上による影響をGTAPモデルを用いて分析

している。 
 

３．モデルの概要 

 
（１）モデルの前提条件 
GTAPモデルは113地域、57財から構成される世界SC

GEモデルである。ユーザーの分析したい地域や財によ

って分類の変更は可能である。紙面の都合上モデルの詳

細は角野ら9)に譲り、ここでは簡単なモデルの構造の説

明のみにとどめる。図－４は、GTAPモデルの基本的な

構造を図示したものである。各地域には経済主体として、

生産者、民間家計、国際銀行、政府、地域家計が存在す

る。民間家計は通常のCGEモデルと同様に予算制約下

で効用を 大化するように各財の消費量を決定する。国

際銀行は各地域の地域家計から貯蓄を集めることで、各

地域の生産者に対して投資を行う。生産者は図－２に示

されるような生産構造の下で、自らの利潤が 大となる

ような行動をとる。市場は完全競争的であると仮定され、

利潤はゼロであるという仮定を置くことができる。政府

も家計と同様に予算制約のもとで効用を 大化する。地

域家計は、民間家計・世界銀行・政府へ支出を分配し、

それぞれの効用を集約した効用関数を 大化するような

行動をとる。 

また、GTAPモデルではArmington仮定を置いており、

生産地が異なる財はそれぞれ一定の代替弾力性のもとで

差別化された別個の財として扱われる。企業は、 初に

輸入相手国の組み合わせを決定し、その結果得られる合

成輸入財と、国内財の購入比率を決定する。この合成輸

入財と国内財の合成から得られた中間材と、生産要素か

ら合成される付加価値を用いて、企業は生産活動を行う。

図－５はその企業の生産行動を図示したものである。ま

た家計や政府も同様に、輸入財と国内財からなる合成財

を需要するとし、それぞれの効用を 大化するように行

動する。 

世界には唯一の国際運輸部門が存在し、それが各地

域の各主体に対して輸送サービスを提供すると仮定され

る。国際運輸部門の輸送サービス供給量は各地域の運輸

部門からの輸送サービスを購入して、コブ・ダグラス型

生産関数に基づく費用 小化行動によって決定される。

財の輸出入を行うにはこの輸送費用に加え、輸出国・輸

入国側で課せられる税金等がさらにかかる。 

 

（２）対象とするケース 

本研究ではケースとして名古屋港の被災による影響

に関して分析を行う。ここでは名古屋港が被災し機能停

止に陥ることにより、大阪港や東京、横浜港を代替的に

利用することによって、陸上輸送の費用が増加する状況

を考える。また、国際SCGEモデルが対象とする国とし

て、名古屋港の被災によって大きく影響を受けると考え

られるアジア地域については、モデルの中で細かい地域

区分とすることとする。具体的には日本、中国、韓国、

その他のアジア諸国（Rest of Asia）の４地域にアジアを

区分する。その他の地域についてはアメリカ合衆国

（USA）、その他のアメリカ諸国、EU、その他地域

（Rest of the World）に区分した。表－１はこれを示し

たものである。また、セクターは10種に区分した。表－

２はこの分類を示したものである。 

 

図－４ GTAPモデルの基本的な構造 
 

 

図－５ 生産者の行動 
 

表－１ 本モデルで用いる地域区分 

No. region 

1 Japan 

2 China 

3 Korea 

4 USA 

5 European Union 25 

6 Rest of Asia 

7 Rest of America 

8 Rest of the World 

 



表－２ 本モデルで用いるセクター分類 

No. Sector 

1 Grains and Crops 

2 Livestock and Meat Products 

3 Mining and Extraction 

4 Processed Food 

5 Textiles and Clothing 

6 Light Manufacturing 

7 Heavy Manufacturing 

8 Utilities and Construction 

9 Transport and Communication

10 Other Services 

 

４．名古屋港の被災による国際経済への影響の分析 

 

 (１)被災シナリオ 

 本稿で取り扱う被災シナリオについて考える。本稿で

は名古屋港の被災を想定する。この時、名古屋港の機能

が停止することでそれまで利用していた荷主が、一時的

に代替港を使用するとする。 

平常時の名古屋港までの陸上輸送に対して、代替港

),,1( Ii L= までの陸上輸送に余分にかかる費用の単価

を i
jq とし、名古屋港から代替港i に代替される貨物量

を
i
jM とすると、第 j 財についての増加するコストは 

i
j

i
j

I

i

Mq∑
=1

       （２） 

で表すことができる。
i
jq は名古屋から代替港までのト

ラック運賃などから推定する。日本の j 財の輸出量を

jQ とする。被災後、名古屋港で取り扱われていた貨物

がすべて代替可能であるとすると、以下の式が成り立つ。 

i
j

i
j

I

i
jjlandjjland MqQQ ∑

=

+=
1

' ττ   （３） 

式（３）より、
l
jlandτ を推定する。

 
j 財の名古屋港での取扱量を jM とする。 jM は港湾

統計等から求める。 j
i
j

i
j MM λ= とすると、

i
jλ を何

らかの方法で決める必要がある。これは名古屋港と代替

港との距離や輸送コストの関数等で決める方法が考えら

れる。その詳細については講演時に譲る。 

 

（２）災害による国際経済への影響 

以上のようにして決めた被災シナリオに基づき、発

生する輸送費用の増加分を GTAP モデルにショックと

して与え、国際貿易に与える影響や、各地域における経

済活動に与える影響を計算する。 
被害は各種厚生指標や GDP の変化で評価され、各地

域に生じる被害の状況を分析する。分析結果については

講演時に譲る。 

 

参考文献 

１）黒田勝彦：港湾防災強化の必要性―経済活動への影

響低減のために―、港湾 Vol.81，pp.14，(社)日本港湾

協会、2004 
２）黒田勝彦、安藤昌輝：阪神・淡路大震災による神戸

港利用荷主の輸送費増加損失について、土木計画学研究

委員会、阪神・淡路大震災調査研究論文集、pp.1-6、
1997 
３）内閣府（防災情報）：東海地震対策 
http://www.bousai.go.jp/jishin/chubou/taisaku_toukai/
toukai_top.html 
４）内閣府（防災情報）：東南海・南海地震対策 
http://www.bousai.go.jp/jishin/chubou/taisaku_nankai
/nankai_top.html 
５）(財)港湾空港高度化環境研究センタ－：「物流サー

ビスの維持を目指す」産業防災研究会、調査研究概要集、

pp.116、2007 
６）武田史郎、伴金美：貿易自由化の効果における地域

間格差：地域間産業連関表を利用した応用一般均衡分析、

RIETI Discussion Paper Series 08-J-053、pp.1-.35、
2008 
７）Haddad, Domingues and Perobelli：Regional 
Effects of Economic Integration: the Case of Brazil、 
Journal of Policy Modeling, Vol.24, No.5, pp.453-482, 
August、2002 
８）水谷誠、國田 淳、檜垣史彦：政策効果の分析シス

テムに関する研究Ⅲ－空間経済学の手法を応用した国際

物流需要予測モデルの開発－報告書国土交通省 国土交

通政策研究所，2006年10月 
９）角野隆、柴崎隆一、石倉智樹、馬立強：応用一般均

衡モデルを用いた東アジア地域における経済・交通連携

政策が国際海上コンテナ輸送にもたらす影響の試算、国

土技術政策総合研究所資料、No.258、September. 
2005 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


