
自然災害と災害リスクに対しての
アジア開発銀行の対応
世界中の甚大な現象によって引き起こされた自然災害
は1980年代より急激に増加し、その結果多くの人命の喪
失、住み慣れた土地から引き離された人々、あるいは損害
被害の数、量も増大した。アジア太平洋地域は、物理的、
経済的被害の多くを背負う形となっている。

幾つかの統計はこの事実を如実に語っている。アジア太平
洋地域は世界のGDPの25%を生産しているが、1980年か
ら2009年の間の自然災害による全世界の被害の38%を
背負った。現在この地域の人々はアフリカ地域の４倍、ま
たヨーロッパあるいは北米地域の25倍もの被害を受ける
可能性があるといわれている。ある統計では2010年の中
華人民共和国の洪水と地滑りによる被害は180億ドル、ま
た2011年のタイの洪水による被害は450億ドルともいわ
れている。

このような脅威に対応するには、二段構えのアプローチが
必要であり、一つはリスク軽減、対応準備を気候変動対策
とともに組織全体ですると同時に、他方で災害後に適切な
復興をすることである。肝要なのは政策担当者・政治家、
政府そしてコミュニティが、災害リスクがこのアジア太平洋
地域で益々顕著になっているということと、経済成長及び
開発を妨げているということを認識することである。

今回のアジア開発銀行（以後「ADB」）独立評価局（以後
「IED」）による評価書は、1995年から2011年の間の災害

事前軽減対策（以後「軽減策」）と事後復興策（以後「復興
策」）に焦点をあてた。ADBの復興策と軽減策共に、全体的
に「成功」の評価に値する。特に復興策は、ADB（災害以外
も含む）全体のプロジェクトにも増してそのパフォーマンス
は良かった。しかしながらADBの国別プログラムは漸次的
に増えている自然災害が、経済成長に対する構造的なリス
クとは扱われていない。もっと心配なのはADBの軽減策プ
ロジェクトの持続性「Sustainability」のレーティングが低い
ことである。

ADBは1987年に地域開発銀行としては最初に災害緊急
支援政策を打ち立てが、このときは対象が太平洋地域
のみであった。1989年の次の政策はADBの全てのメン
バー国に対象を広げ、災害軽減策を盛り込むようになっ
た。2004年には、災害緊急支援政策として、より積極的な
対応を重視するようにつながった。

ADBの長期戦略フレームワークである「戦略2020」も自然
災害に関して言及している。戦略2020では災害リスク監
理をADBのプログラムの中で主流化し、他の専門機関と
ともに早期及び中長期の災害復興策を講じることを旨と
している。ADBは全世界を対象とした兵庫行動枠2005年
－2015年にも参画している。兵庫行動枠は国連災害リス
ク軽減事務所による災害軽減のための最初の画期的な行
動規範である。

ADBの自然災害関係の投資（1995‒2011）

 この期間全体の融資額は264件（103.7億ドル）。内訳は104件の有償借款（85.5億ドル）、67件の無償融
資（13.1億ドル）、６件のマルチトランチファシリティのトランチ（４億1570万ドル）と87件の無償技術供与
（9680万ドル）。

 これに対してこの期間全体の全セクターのオペレーション（総額1322億ドル）は1,367件の有償借款、499件
の無償融資そして5,144件の無償技術供与。

 技術援助を除く災害軽減（大方及び部分的）は、全災害対策額の58%の59.4億ドル、プロジェクトの数では
110件、62%であった。

 災害復興策、このうちほとんどは災害直後の緊急援助借款（EAL）は、無償技術供与を除くと全体の42%
（43.3億ドル）、件数では67件で38%である。
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開発の現場から学ぶ
ADBの開発途上国メンバーに対する災害軽減策は漸次的
に増加している。しかし軽減策は他の対策の為の一部に過
ぎないものも多く、精確にどれくらいが軽減策に割かれてい
るのを特定するのは難しい。とはいえ1995年から2011年
の間には43のプロジェクトが大方軽減策に特化したものと
言え、災害関係のプロジェクトの中では三分の一が大方軽
減策（約21.9億ドル）で、三分の二が災害復興策となってい
る。この事実は災害復興策が軽減策に対して高額になるこ
とを示している。

ADBの支援に対する評価
IEDの評価は次の三項目である。（1）アジア太平洋地域にお
いて刻々変化している状況の中、ADBの政策とオペレーショ
ンがどのくらい適切であったか。（2）ADBのリスク監理（ある
いはリスク指標）と災害復興が1995年から2011年の間にど
のくらい適応していたか。そして（3）達成度、あるいは予測さ
れている成果としての結果である。

適切性
2000年代に入ってからは、多くの復興策としての災害対
策は行われたが、ADBの国別プログラムの中で自然災害リ
スクを構造的に取り組んでいき、主流化させていく取組は
恒常的に行われたとは言えない。災害緊急援助政策は、他
の領域、たとえば環境影響、社会セーフガード、ジェンダー
などと比較すると強制的に行わなければいけない影響評
価などプロジェクトの必須プロセスがなく厳しい審査もな
い。またADB内に、専門分野職員によるグループ（横断的な
なコミュニティ）も存在しない。ADBは今のところ開発途上
国メンバーの自然災害リスクに関して継続的に計測モニ
ターも実施していなく、また地域ごとの災害に対する露出度

（exposure）、脆弱度（vulnerability）も精査していない。IED
の評価書は、軽減策についてのレーティングは弱適切（less 
than relevant）、復興策については適切とした。加筆すれば、
持続性を高め、生活回復度を上昇させるような取組にもっと
重点を置くべきである。

適応性
復興策のローン（EALも含む）については、ADBは常日頃か
ら援助している、あるいはADBが以前から継続して専門性
を持っているセクターについて焦点をあててきた。例えばバ
ングラデシュや中華人民共和国、インドネシアといった国々

や、より小さいカンボジアやネパールなどでも、自然災害対
策といった分野では、軽減策に災害関連の予算、融資額を
増やしてきた。これは2004年の災害緊急支援政策の発表と
呼応している。

より多くの技術供与オペレーションがここ何年か気候変動
適応策を支援してきてて、環境関係の役所に対する援助
や、障害マップに関する取組をしてきた。また大規模な貸与
案件は、従事している役所や機関の予報のキャパシティを
高めたり、自然災害のインパクトを緩和するための早期警
告システムや土地利用に関する支援を行っている。

しかしながら軽減策や事前準備策についてADBはもっと注
意を払い、それに関わる具体のプロジェクトのパイプライン
を用意すべきである。ケーススタディで取り上げ訪れた三つ
の国、バングラデシュ、インドネシア、パキスタンにはまだま
だ満たされていないギャップがあり、代表的なものとしては
洪水防御策などである。気候変動対応及び緩和策はかなり
充実しているが、それはこのような部分に対する国々からの
需要はまだ低いからである。IEDは適応性に関しては軽減策
に関しては、増え続けるアジアの需要に対しての適応性は
やや低く、そして復興策については高い適応性を発揮したと
評価した。

達成度
IEDの評価書は、ADBの復興策が当初企図した物理的な構
造物の復興に関してはかなりの確率で達成したことを確認
した。ADBの復興策、軽減策、ともにレーティングとしては
成功であった。現業部門による自己評価では、1995年から
2011年の全て復興策のプロジェクトが成功かあるいはそれ
より高いレーティングを与えられた（目標自体が複雑でなか
ったということもあるが）。これはこの期間のADBの全てのプ
ロジェクトでは成功以上のレーティングが69%であるという
ことからして、いかに高い自己評価がされているかを示して
いる。しかしながら、持続性のレーティングに関しては、復興
策については、「おそらく持続性保持」という高いレーティン
グをとったのはADB全体とほぼ同様で62％であった。一方、
軽減策に関しては80%のプロジェクトが成功という自己評価
であり、残りの10%ずつはそれぞれ「やや成功」と「不成功」
であった。注目しなければならないのはやはり持続性の評
価であり、軽減策では45%しか「おそらく持続性保持」あるい
はそれ以上の評価を受けなかった。

 パキスタンのバスティパンジャワラでは、ムザフ
ァガールから16kmわたって、道路と畑が冠水した

（ADBフォトライブラリー）。



開発の現場から学ぶ

主要な教訓
教訓に関しても復興策と軽減策を分けて論じたい。

災害軽減策に関する教訓
アジア太平洋地域の全てのエリアで多くの犠牲者と経済的
損失を伴う自然災害がより高い頻度で起きている。このこと
は、そのようなリスクが経済開発に対して避けることのでき
ないことだということを示している。特に海洋河川など水に
まつわるものと気象に関係する災害は高人口密度地域に対
して、また地質性については構造的に脆弱な地域に対して
注意しなければならない。

開発途上のメンバー国における災害のリスク軽減策に関し
て、またこの地域が災害のリスクが低いということを未認識
あるいは関心が低いという共通性も問題である。ADBはどち
らかということ災害軽減策に対する支援の要請が多いわけ
でもない。アジア太平洋地域の中では、アセアン（ASEAN）や
太平洋州における幾つかの取組が、気象要因や地質学的事
象を継続して監視する体制ができつつあるが、このような取
組が全ての国、地域で行われているわけではない。ADBの
職員はこのような災害のリスクについてもっと積極的に政策
的議論を交わし、そのようなリスクにいかに対峙しなければ
ならないかに取り組むべきである。

関連する政府や省庁と継続して議論していくことは重要であ
る。ADBはもっとより積極的に災害リスク軽減に従事する省
庁との議論に関与することによって業績を向上し、取り組ん
でいるキャパシティ向上策をもっと貸与や技術供与案件と
連関させていく必要がある。

ADBの災害軽減の貸与案件の成果と産出物の持続性をあ
げていかなければならない。過去においてはここに弱点が
あり、これはややもすれば他の緊急性を要するものに比べリ
スクを軽減する策に投資するということがあるいは贅沢な
投資というような考え方によったのかもしれない。

軽減策に関するこれまでの知識や経験を集積するというの
も重要である。ここ数年では地域レベルで障害を生むよう
な気象や自然の地質学的コンディション（火山性と海洋、河
川など両方）について監視する体制もできつつある。こうい
った取組のほとんどはコンピュータを駆使したシュミレーシ
ョン、障害物マップや土地利用計画や、早期警告に特化し

ている。このような分野でのADBの無償技術供与は、この先
既存の様々な災害協力体制や地域内の様々な国の戦略と
連関していかなければならない。ADB内の地域協力・持続
開発局（RSDD）は、同局内にある気候変動適応及び緩和室 
の取組と、災害リスクマネジメント担当部とより強固な共働
体制をつくらなければいけない。

災害復興策のプロジェクトからの教訓
世界の先端的な事例に比べて、ADBの災害復興策の適応範
囲は狭いが、いくつかの事例では生活支援復興策なども取
込まれていた。ADBは、復興策の中で、災害被災者や弱者に
支援が行き届くように十分留意すべきだ。

プロジェクトの実施機関の能力についての現実的な評価も
必要である。実施機関の組織能力をプロジェクトの準備段
階でよく見極めることが必要である。特に複雑かつ多岐のセ
クターに亘るプロジェクトは、中央実行委員会や、現業課に
置かれた実行組織などを通じて実行状況をモニターするこ
とが肝要である。中央実行委員会を通じて、ADBと借入国が
緊密に連携しなければいけない。

プロジェクトの細かい実施内容の優先順位を決定する際は
受益コミュニティの意見も取込まなければいけない。多くの
プロジェクトの反省がこの点に言及している。

自然災害におけるジェンダーの重要性も認識しなければい
けない。アジアでの最近の甚大災害で女性の死亡率が男
性に比べて高いことも注目しなければならない。女性は多
くの場合、生き残りや復興に必要な手段や決定権（避難施
設、交通手段、食料など）が少ないことが多い。

ADBの国別事務所（resident mission）に対する権限委譲も
決定にかかる時間をスピードアップすることができる。調達、
資金繰り、そして会計などについて国別事務所に権限を委
譲することによって、実行の推移状況の把握と決定能力を高
めることができる。

大規模なインフラの復興の際は、平均契約規模が大きい方
が復興の効率性を高める結果がでている。小さく細かな契
約が沢山あった場合は、少ない監理者と経験の浅い実行機
関に対して重荷となる。しかしながら良好な生活復興支援
や、コミュニティ参加を促す場合は、小さい契約も功を奏す
ることがある。

ケツァナ（オンドイ）台風は2009年9月26日に24時間の間に455mmの集中豪
雨をマニラ首都圏に降らせた。通常なら１か月の雨量が一日で降り、多くの家
屋を流し、広い範囲で床上浸水した。マニラ周辺と付近の州では多くの犠牲者
が生まれた（ADBフォトライブラリー）。



提言 

戦略的最重要事項
自然災害リスクの高い全ての開発途上メンバーの国別パ
ートナーシップ戦略では、自然災害に関する脆弱度アセス
メントを包含しなければならない。そして該当したリスクに
ついては投資プログラムの中で適切に反映されなければ
ならない。そうすることによってそのようなリスクを適切に
対処して、ADBのオペレーション全体に対して災害リスクを
主流化することができる。

インフラ以外の対応
ADBは災害復興事業に対してもっと包括的な対応をすべ
きである。インフラ復興に際しては、生活支援復興や、イン
フラ自体の耐性そして経済活動支援にももっと重点をお
くべきである。ADBの復興支援はほぼインフラ特化してい
る。ADBの復興支援が最貧、もっとも弱い者をきちんと救っ
ているかが重要である。時に問題が顕在化し、ADBの最大
の目標である貧困撲滅に対して貢献しているかどうか検証
しなければならない。そのためには実施に十分な時間を必
要とすることもある。

パートナーシップ
ADBはもっと他の国際援助機関と頻繁に協力しあい、ADB
が過去に多くの支援をした国では指導的な役割を果たし、
技術供与事業などはもっと連携すべきである。他のマルチ
の援助機関と同様、ADBには比較して強みがあるところも
ある。例えば土地利用や地域経済向上政策などといった分
野では多いに発揮すべきだ。それぞれの国には多様な災
害関係の機関があるが、多くのの国では未だに災害に関
する援助機関の共同検討フォーラムなどのようなものがな
い。ADBは、各国において欠損している災害に関する政策
やプログラムを国内での協力あるいは援助機関と協力して
見つけ出し、必要ならば指導的な役割も果たすべきだ。例
えばADBは世界銀行防災グローバルファシリティ（GFDRR）
などと協力し、情報共有の質を高めるべきだ。

統合
ADBは気候変動と自然災害に関する事業を統合し、両方の
分野での質を高めるべきだ。現状では、資金が気候変動に
偏っていて、災害部門に属する職員は少ない。ADBはアジ
ア太平洋地域では洪水や地震が多いことを知っておきな
がら、地域局は自然災害のリスクアセスメントに十分な資
金、職員を充当することができないでいる。早期警告、支援
資金手当、気候変動に関する無償技術供与をもっと投資
プロジェクトのデザイン、準備そして実施にもっと機能的に
連動すべきである。例えば自然災害脆弱地域、災害直後支
援、災害リスク投資などについてはもっと人材を増やすべ
きである。

資金手当
ADBは他の災害リスク投資機関や民間会社が開発した災
害関係の投資モデルや製品を研究するべきである。ADBを
含むマルチ開発銀行がおそらく役割を果たすことができる
のは、開発途上メンバー国とともに、保険機関やシンクタン
クが開発、発表した様々なリスク予想などについて議論し
たり評価したりすることである。ADBは仲介あるいは促す役
割を果たし、様々なリスク投資の手助けをすることができよ
う。そのためにはADB内の様々な部署、つまり地域協力・持
続開発局、地域局、民間部門業務局の連携が必要である。

行動計画
ADBの2008年行動計画は必要な行動をリストアップして
いたが、この内容の更新と吟味が必要である。また毎年、ど
のくらい実際に達成できたのかの報告が必要である。ADB
の幹部にとっては理事会に対して、政策決定に際して報告
しなければならず、ADBのウェブサイトでの行動計画の達
成状況について公開する必要もある。
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