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7. DR2AD modelの普及・展開に関する検討、支援 

7.1 UNISDR, OECD 主催のドナー協議他の支援 

平成 25 年 9 月 14 日（土）並びに 9 月 16 日（月）、11 月 29 日（金）に UNISDR ワークショ

ップ支援のための打合せを実施した。 

以下に、支援内容を記載する。 

 

(1) UNISDR WS 経済コンポーネント企画打合せ 

日時：平成 25 年 9 月 14 日（土）9：00～11：00 

場所：ジュネーブ 

出席：ISDR/石垣、JICA/竹谷、平野、JICE/湧川、岡安 

1．現時点における企画立案の前提条件 

 スポンサーは EU が 7 億ユーロ確定。残り、世銀など、3 億ユーロのスポンサー獲得を交

渉中。 

 それゆえ、WS 開催日程調整は、対象国の意向だけでなく、スポンサーの意向もあり、難

航中。 

 5 地域から 6 地域に変更。（アフリカを東西 2 地域に分割） 

 EC から 20 か国以上の開催は必須条件となっている。 

 経済コンポーネントの参加対象者は、財務省、計画部門の省庁。ただし、参加者のレベル

は、国によって様々と想定される。たとえば、モーリシャスはレベル高いが、コモロは低

い。レベルの違いを踏まえて、リージョナルの WS を進めるかが課題。 

 WS は、1 回あたり 3 日程度。それを 3 回開催。そのうち、1 回は国毎に実施するよう EC

から要請されている。ロジの負担が大であるが。 

 2015 年 6 月までに、全ての回を終了しなければならない。 

 WS のロジやデータセットの準備は、ISDR で別途ローカルコンサルタントを外注予定。不

足データが予測されるので、そのフォローは JICA にサポートをお願いしたい。 

 

2．検討企画の修正・確認 

 第 1 回の WS は、2014 年の 1 月～2 月を想定。 

 JICA の予算執行上も年度内に 1 回は開催スタートしてほしい。 

 IOC 諸国からラテンアメリカからラテンアメリカに変更。メキシコがホスト国として立候

補している。 

 JICE の研修企画提案は基本的に OK。防災の主流化ハンドブックもコンテンツに入れるこ

とは良い。ただし、各国毎にハンドブックを作成する所までをアウトプットとすることは

ハードルが高い。 

 ハンドブックの作成は、世銀等のドナー連合で、別途プロジェクトとして立ち上げる価値

と内容のあるものとの認識。 

 1 地域 3 回の開催について、リージョナル 2 回、ナショナル 1 回。 

 ナショナルについては、閣僚参加を見込めるので、参加国に対して防災の主流化の方向性

を打ち込む機会となる。 
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 最終回にナショナルを開催するという案もあるが、参加国の実状は同じ地域でも様々なの

で、1 回目にナショナルを開催して、各国の実力を見極めて、2 回、3 回を開催するという

考え方もある。 

 2 回目、3 回目は、各国差を踏まえて、運用する。 

 1 回目にナショナルで閣僚に参加してもらい、WS を有効に活用してもらえるよう外堀を埋

めるという考え方もある。 

 DR2AD model では、cost-benefit の検討には、活用の工夫が必要。WS におけるモデルの

使い方による部分がある。それによって、必要となるデータセットも変わる。 

 HFA2 への打ち込みとのスケジュール・リンクも重要。 

 

3．9/16（月）10：00 の打合せに向けての修正 

 企画書を今すぐ修正し、石垣氏と確認する必要はない。 

 DR2AD model に、ISDR のメンバーに説明する。 

 他のモデル（IIASA のモデル等）との違いを説明する。 
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■打合せ資料（ワークショップ企画提案書） 
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(2) UNISDR打合せ 

日時：平成 25 年 9 月 16 日（月）10：00～12：40 

場所：UNISDR Geneva 

出席：UNISDR／Marc Gordon、Julio Serje、石垣、JICA／竹谷、平野、JICE／湧川、岡安 

1．GAR 2015 Submission paper （Marc Gordon） 

・IDRiM の論文を参考文献に添付 

・DR2AD model のアウトプット展開例として MDG’s の指標を示したが、HFA2 を対象とした

インディケーターの提示があると良い。 

 

2．DR2AD Model 概要説明と質疑 （Julio Serje） 

・メキシコ（ラテンアメリカ）は、開発途上国の中の先進国であり、DLD の整備が進んでいる。

リスクアセスメントも実施している。 

・メキシコでの防災検討については、事例としてレポートが取りまとめられている。 

（Guidline Strategy        invesetiment） 

・DR2AD model と他のモデル（IIASA CAT sim）との違い 

・CATsim は、災害が財政に与える負の影響を評価するモデル、経済評価ではなく、予算投資

の評価するモデル。 

・DR2AD model とは、活用の目的・位置づけが異なる。 

・CATsim は負の影響を評価、DR2AD model は、投資の正の影響を評価。 

・DR2AD model3 つの特徴 

①災害に対する投資の正の効果を評価できる 

②HFA や MED’s の効果指標に活用できる 

③防災対策の違い（ハード、ソフト）による効果の違いを評価できる 

・3 つの特徴を表現するために、家計行動を評価しており、家計の収入層を 5 階層に分けて、

貧困層への効果を評価している。 

・ただし、現時点では、5 階層毎の被害率のデータがないので、一律にしている。また、貧困

の罠を表現している。 

・前提は、得られた収入を将来のために、現在の効用を上げるためと将来の効用を上げるため

の効用を合理的に行動するということとしている。 

・これは、災害の被害率が最小化することにより、収入が増加し、その増加分を例えば将来の

投資に回せる正の循環を表現している。 

・3 つの被害を評価（人命被害、資本（アセット）被害、金融被害） 

・予警報は人命を救助できるが、資本被害が軽減できない、堤防は 3 つの被害を軽減できる、

このことにより、防災投資の正の影響を評価している。 

・CBA は、期待値評価している。DR2AD model はシナリオ評価であり、それをモンテカルロ

シミュレーションで将来の可能性を評価している。 

・予算がないから防災投資しないのではなく、防災投資を実施することにより経済 GDP が向

上する証拠を示すことができる。 

・一つの対策を評価するものなのか 
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→総合的な対策（対策の組み合わせの違い）を評価することが可能である。 

→対策は 3 つの被害率がどのように変化するかが、評価できれば、どのような対策も評価する

ことが可能となる。 

・ユーザーのニーズを受けながら、対策と被害率の設定を行えるようにインターフェースを準

備していくことも可能である。 

・DR2AD model は、一企業や病院の防災投資を評価するものではなく、国の経済 GDP に影響

を与えるような企業規模（国の産業単位）に対する防災投資と効果をマクロ評価するもので

ある。評価単位は、データセットに依存している。 

・現在の DR2AD model の改良点は 2 つ 

①国を一つの空間単位でクローズして評価している。データがあれば、評価空間を分割する

ことも可能である。その場合、空間の間のやり取りをオープンで評価するかどうか、課題

となる。 

②もう一つは、産業構造を国で一つの単位にて評価している。農業、工業、商業に分割して

いくことが必要な場合もある。 

・DR2AD model はオープンソースであり、利用マニュアルとセットで WS に準備することが

可能。2 回目の WS なので、2013 年春に必要になる。 

・災害データベース（EM-DAT）は大災害のデータしかなくて、期待値にすると低くなってし

まう。より詳細精緻な災害データが入手可能であれば、精度の高い推算が可能となる。 

・南北アメリカは、ブラジルを除いて DLD（Disaster Loss Database）は完成している。 

・パキスタンの DLD は 2014 年 1 月に完成予定。 

・DLD はオープンデータであるので、DR2AD model とリンクして活用することが有効である。 

・WS のセミナーにて、ラテンアメリカの 1 か国をモデルスタディーに、DLD のデータを活用

して、DR2AD model の検討例を先行的に示すことも有効かもしれない。 

→DR2AD modelの検討にて必要なデータとDLDのデータとの付き合せを行っておくことは有

効。 

・WS のコンポーネント 2 のリスクアセスメントにおける被害評価（年平均被害期待値など）

結果を活用することは可能か。リンクさせることが有効であるが。 

→考えさせてください。 
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■打合せ資料（ワークショップ企画提案書） 
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(3) UNISDR打合せ 

日時：平成 25 年 11 月 29 日（金）19：00～20：00 

場所：パナマ Country Inn & Suites By Carlson Panama Canal 

出席：UNISDR／Ricardo Mana、石垣、JICA／米林、JICE／湧川、岡部 

1．DR2AD model に関するディスカッション内容 

・ISDR のデータベースを用いたケーススタディを中米諸国から選択し、モデルの実効性を検

証するとともに、ISDR のデータベースとの連携を図る。 

・ケーススタディ対象国は JICA、JICE と相談の上で決定する。 

（データベース構築済：ホンジュラス、グァテマラ、パナマ、コスタリカ、ニカラグア、エル

サルバドル） 

 

2．WS 開催に向けた今後のスケジュール 

・リージョナルの WS のスケジュール 

2014 年 3,4 月ラテンアメリカ財務省の会議に相乗りで本 WS の説明 

2014 年 4,5 月第一回リージョナル WS 

2014 年 7,8 月第二回リージョナル WS 

2014 年 10~12 月第三回 WS ←月に二箇所程度 

・リージョナル WS の対象は財務担当者がメインで IDB と一緒に実施。 

・1 ヶ国につき招待は 3 名×6 ヶ国で最大 20 名程度 

・リージョナル WS での内容 

 ・バジェットレビュー ←分析に必要な物が何かを確認する 

 ・DR2AD model 

 ・費用便益分析 

・DR2AD model の説明の仕方は？ 

→経済ラインの話が中心になるが、啓蒙を中心にスライド構成を追加する等が必要。 

・IOC（インド洋諸国）についてはリスクアセスメントが終了予定。（2014/4 頃） 

・WS 実施は IOC が第二グループ 

・今後の対応方針については JICA が持ち帰り返答予定。 

 

3．DR2AD model に関する中米諸国からのコメント 

・特になし 
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Earlier Studies on disasters effect on economic growth

Okuyama, Y. (2003) 
 “Productivity Effect”: Destructions can foster a more rapid turn-

over of capital, which could yield positive outcomes through the 

more rapid embodiment of new technologies.

Stewart and Fitzgerald (2001) , Benson and 

Clay(2004) 
 The increase in GDP growth is due to a catching-up effect and to 

the reconstruction-led Keynesian boom.

Hallegatte S. and Dumas, P. (2009) 
 Productivity Effect can introduce a bifurcation that includes 

poverty trap.

3
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Basic Concept of DR2AD Model 
1. Possible to evaluate the positive impacts on the economy, 

i.e., economic growth, by IDRR.
 DR2AD’s model  is the dynamic model expressing the increase in disposable 

incomes and the changes in household expenditures realized as a result of  
improved level of safeness.

2. Possible to evaluate the level of contribution to 
international development goals such as MDGs.
 By tracking household behavior change by each income stratum 

(5 stratum in total), DR2AD Model can express the corrections of 
disparities. (Possible to calculate Gini Coefficient) 

 DR2AD Model takes into account “poverty trap” by considering the 
minimum consumption amount needed for survival. 

3. Possible to evaluate the differences in contributions to 
future economic growth due to the differences in IDRR 
contents.
 DR2AD Model can examine optimal DRR policy mix by expressing the 

differences in the effects between structural measures and non-structural 
measures. 

6
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Assumptions used by DR2AD Model

1. The model conducts analysis on the assumption that the 
economy of the country to be analyzed is closed;
 All the goods produced within the country will be consumed at home.

 Household savings will be invested in companies’ facilities by banks.

 Each income stratum are independent and will take best possible actions 
within the stratum.

2. The model conducts analysis with stress on household 
behavior. 
 Household is fully aware of disaster risks and will distribute expenditures 

economically optimally so that expected utility in the future will be maximized. 

 The allocation of household incomes to consumption expenditure, expenditure to 
physical assets, investment in education and savings will be determined so that 
expected utility in the future will be maximized.

3. The model is dedicated for evaluation of IDRR effects.
 The model does not take into account the changes in social structure and the 

conversion to the optimized systems that will be established as a result of such 
structural changes in the society. 

7



7.DR2AD model の普及・展開に関する検討、支援 

7-26 

 

 

Structure of the Model

10

Results
of Year T is
reflected in the
results of Year
T+1

期待効用最大化

Define population
※Consider population change (%) and 
mortality by a disaster 
（INPUT：Population, Rate of change in population）

Behavior of household (utility maximization)
（INPUT： Relative risk aversion, Amount of consumption needed  for 
survival, Attrition rate, Discount rate, Share parameter of 
consumption and various assets (default))

Behavior of companies（profit 
maximization）
（INPUT： Labor distribution rate , technology 
advancement rate）
※Assume one company, in a countryUtility Function of Household

（Stone-Geary Utility Function ）

Formation of Assets

Optimal Consumption cj*

Investment in Human Capital ｍj* 

Investment in physical Capital zj*

Financial Capital ｂj*

＜OUTPUT＞
GDP・ Gini Coefficient and etc.

Impacts of 
disaster  on 

income 
group  j

Define  condition (with or 
without Disaster)
※Monte Carlo simulation is 
conducted to set disaster damage 
rate based on damage function 
defined by disaster type

Consider each income group

Optimization of 
Expected Lifetime 

Utility

Endogenously 
determined

Cobb-Douglas utility function
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Difference in the effects by two different DRR measures

12

• Effects by structural measures:  Possible to prevent and reduce damages to properties in
general, damages to infrastructures and human sufferings including loss of human lives.

• Effects by non-structural measures:  Possible to prevent and reduce human sufferings 
including loss of human lives, but impossible to prevent damages to properties in general 
and damages to infrastructures. 

It is extremely significant to prevent damages to properties in general, infrastructures 
and so on to maintain economic growth following disaster. 

Damages that can be reduced and prevented by structural 
measures 

・Damages to 
properties in general, 
houses, manufacturing 
plants and etc.

・Damages to 
infrastructure

・Economic damages 
by spillover effects

Damages that can be reduced and 
prevented by non-structural measures

Human Sufferings
Human lives, affected people
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• Procedures of verification
①The production function was defined based on the real GDP of the year (2004) 

before the disasters struck Pakistan (2005) and the estimated values calculated 
in models. 

②The damage rate by disaster was considered in the model so as to make sure by 
comparison if the real GDP of the year when disaster struck Pakistan was 
reproduced.

③A comparative verification between UNISDR prospects and the estimated 
figures in this model. 

Criterion for judgment: to find out if their orders would be consistent.

④Estimation of future prospects

16

 

2011 

将来予測（災害をﾓﾝﾃｶﾙﾛｼﾐ
ｭﾚｰｼｮﾝにより想定） GDP 

年 

① 

② 

③ 
 ④ 

災害なし 
（UNISDR予測） 

災害あり 
 

 

防災投資あり 

防災投資なし 

現況再現性の確認 

災害発生（2005 年、2007 年、2010 年） 

2004 将来 

Verification of effectiveness of the Model

Assessment of reproducibility 

Without Disaster
(UNISDR prospects)

With Disaster

Disaster struck (2005, 2007 and 2010)

Future prospects (Monte Carlo 
simulation was used to estimate 
conditions during future disasters)

With IDRR

Without IDRR 

Year

Future
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• Defining damage rate
o Each disaster damage rate was calculated based on the disaster damages, affected 

population and number of deprived lives from 1976 to 2011 (for 36 years, extracted 
from EM-DAT) and total amount of private savings and total population during the 
same duration ( extracted from the database of the World Bank).

• Disasters to be evaluated
o 3 types of disasters (i.e., earthquake, flood and storm) (It is assumed that these 3 

types of disasters occur separately)

19 

36 年

個 

40.8% 

10.9% 
… 

累積度数（Y） 

災害被害率（x） 

Y=a ln（x）+b 

a,b：パラメータ 

1 

Calculation of Future Prospects

＜Calculation of Damage Rate＞
・Rate of Financial Damage （Ψ）＝Direct damage 
by a disaster ／Total private savings

※In this verification,  the rate of financial damage 
and the rate of property damage are assumed to 
be the same due to limitation in data source 
available. 

・Rate of human suffering（ω）＝Population 
affected／Population

・Mortality rate （ζ）＝Number of deprived lives ／
Population

Cumulative frequency (Y)

36 
years Parameters

Disaster damage rate (X)
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Variables

Raw Data

World Data

Item Endog
enous

Exoge
nous

Defau
lt

Proces
sed Regions Data Providing 

Facility

cj
Consumer goods 
(nondurable) ○ ― ― ―

zj
House/household goods 
(physical assets) ○ ○ Physical assets Unknown Unknown

θ Relative risk 
aversion ○ Relative risk aversion Unknown Unknown

cbar

Minimum subsistence 
consumption amount 
(minimum consumption 
level)

○

Minimum subsistence 
consumption amount 
(minimum 
consumption level)

Unknown Unknown

bj
Financial saving 
(financial investment) ○ ○ Financial saving 

(financial investment)
Unknown Unknown

ξj Investment for 
house/household goods ○ ― ― ―

hj Human capital ○ ○ School attendance
rate

All region World Bank

mj
Human capital 
investment ○ ○ Investment for 

education
Unknown Unknown

δh
Depletion rate of human 
capital ○ Depletion rate of 

human capital
Unknown Unknown

w Wage rate (per human 
capital) ○ Wage rate Unknown Unknown

ηj Human capital formation ○ ○※4

Investment for 
education

Unknown Unknown

School attendance 
rate

All region World Bank

γ Share parameter of 
consumption ○ ○※5

Share of consumer 
goods and physical 
assets

Unknown Unknown 30

■Household data
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Variables

Raw Data

World Data

Item
Endo
geno
us

Exog
enou

s

Defa
ult

Proce
ssed Regions Data Providing 

Facility

q(t) Total of Disaster ○ ― ― ―

ζ(aj(t)) Mortality rate ○ ○ ○※6

The number of
mortality

Americas
Asia Pacific
Africa

DesInventar

Total population All region World Bank

φ(aj) Property loss rate ○ ○ ○※6

The amount of
physical loss

Americas
Asia Pacific
Africa

DesInventar

The amount of
physical assets Unknown Unknown

Ψ Financial loss rate ○ ○ ○※6

The amount of
financial loss

Americas
Asia Pacific
Africa

DesInventar

The amount of
saving All region World Bank

31

※1: General data taken from papers or documents

※2: Initial technological level which converts the initial level of production function into the real data

※3: Share of labor’s wage from the sum of labor’s wage and capital investment by Input-output table

※4: Function estimated from investment for education and school attendance rate

※5: Share of consumption from the sum of consumption and physical investment by family income and expenditure survey

※6: Function estimated from exogenous disaster data

■Disaster data

Conclusions and Future Challenges
• Outcomes of the analysis in the model (first edition) and future 

challenges
o Outcomes

• Applicability of the model was verified based on the case of Pakistan.
• By analyzing future conditions in the model , it was confirmed that IDRR 

contributes to escape from poverty trap and further economic growth  by 
realization of DRR (these are the development goals of the model).

o Future challenges 
• Calculation of disaster damage rate 

o Calculating disaster damage rate based on characteristics of disasters 
(improvement of disaster related statistics)

o Calculating disaster damage rate based on characteristics of disasters 
(impacts by disaster type, the amount of time required for 
reconstruction and etc.)

o Calculating disaster damage rate with DRR Measure (how far the 
measure contribute to reduction of disaster damage rate as 
compared with the conditions without DRR Measure)

o Calculating disaster damage rate by industrial sector (if the impacts 
of disaster damages would differ among primary,  secondary and  
tertiary industries)

• Calculating disaster damage rate according to income class ( will be 
investigated separately) 

• Model improvement through validation with other regions and countries.32
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Conclusions and Future Challenges
• Application of DR2AD Model for Evaluation of MDG Achievements  

33

MDG Progress Index DR2AD Model's Compatibility with MDG Progress Index

The proportion of

people whose income is

less than $1.00

 (PPP Values ) per day

“First Edition" enables estimation of future values of this Progress Index, as this model  can calculates per capita

consumption by dividing by number of people per household according to income class.

Poverty Gap Ratio
"First Edition" enables estimation of future values of this Progress Index on the basis of Gini Coefficient and

Poverty Rate.

Share of poorest quintile

in national consumption
"Fist Edition" enables estimation of future values of this Progress Index, as this model calculates consumption

values according to income class.

GDP growth per

employed  person

"First Edition" enables estimation of future values of this Progress Index, as this model  can analyze future changes

in economic growth (GDP).

Employment rate

"Fits Edition" enables estimation of future values of this Progress Index, as this model can forecast changes in

future population, when it is possible to define the distribution pattern of  employed population as percentage

of working age population according to income class.

Proportion of employed

population below  $1.00

(PPP Values) per day

"First Edition" enables estimation of future values of this Progress Index, as this model can calculate each

household consumption, when it is possible to define the distribution pattern of employed population of the

poorest class below $1.00 (PPP Values) per day .

Population of family

based workers  in

employed population

"Future version of DR2AD Model" is expected to be the solution to estimate future values of this Progress index ,

when  the industrial structure assumed in this model is subdivided.

Target 1.C

Reduce the

rate of

population who

suffer s from

hunger to less

than half the

1990 rate

Proportion of population

below minimum level of

calorie intake

"First Edition" enables estimation of future values of this Progress Index, when dietary energy consumption(calorie

intake) is converted into consumption of goods and services  in monetary terms.

Enrollment in primary

education

"First Edition" enables estimation of future values of this Progress Index, as this model  can take into account

human capital (enrollment rate).

Literacy of  15-24 years

old, female and male

"First Edition" enables estimation of future values of this Progress Index, as this model can take into account

human capital (literacy), though difficult to take into account generations, when it is possible to define the

distribution pattern of literate population according to income class.

Achieve full

and productive

employment

and decent

work for all,

including

women and

young people

By 2015, all

children can

complete full

course  of

primary

schooling,

girls and boys

Goal Objective & Target

GOAL 1

GOAL 2

Eradicate

Extreme

Poverty

and

Hunger

Achieve

Universal

Primary

Education

Target

1.A

Target

1.B

Target

2.A

The global

poverty rate at

$1.00 per day

should fall until

2015 to less

than half the

1990 rate.



7.DR2AD model の普及・展開に関する検討、支援 

7-39 

 

 

Reference

35

Similar models that have released thus far

• The past similar models that can examine the necessity of 
IDRR include IIASA’s Cat-Sim. 

⇒ IIASA’s Cat-Sim is the model constructed to examine

the effects of disasters on national finance.

⇒The IIASA’s model evaluates the negative impacts of 

disasters on the economy such as national finance, 

while DR2AD’s model evaluates the positive impacts

on the economy by IDRR.

36
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Understanding Existing 
Methodologies for Allocating and 

Tracking DRR:

Lessons from Latin
America

José Carlos Orihuela
Workshop on Mainstreaming DRR in Investment and Financial Planning

Panama, 28-29 November, 2013

Big Lesson: Same Goal, 
Different Paths
All countries implement disaster risk reduction policies
BUT:

• Differences in scope/focus: financial management vs. 
public investment planning

• Differences in speed
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Summary of Good Practices by Country, Year 2012 
Good 
practice 

(Colombia) Costa Rica Guatemala Mexico Panama Peru 

Disaster 
database 

Yes  Yes No Yes No 
(but working on it) 

No 

Risk finance 
instruments 

Yes No No Yes No 
(but working on it) 

No 

Public 
investment risk 
analysis  

? Yes Yes No Yes Yes 

Manuals and 
training 

? Yes No No No 
(but working on it) 

Yes 

DRR budget 
tracking 

Yes No Yes No Yes Yes 

 

Table 7. Tracking DRR Expenditure* 

 Guatemala Panamá Perú 

Estimation US$ 800 million US$ 100 million US$ 70 million 

Year 2010 2010 2012 

Primary source Ad-hoc exercise, the 
“etiquetador” 

Ad-hoc exercise requested 
by the World Bank 

New Budget Category 68 

*: None of the estimation exercises was conceptualized as DRR tracking. Figures correspond to both DRR 
and post-emergency response types of expenditure. 
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Food for thought:

• How to produce policy knowledge which is both general and context-
friendly?

• How to have on board both planning and finance technocrats?

• How to better understand and to take advantage of domestic political
opportunity?
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