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統合的な災害リスク管理のための業務計画2014−2020

　統合的な災害リスク管理のための業務計画2014−2020は、開発途上加盟国における、災害に対す
る強靭性を高めることを目的としています。このため本業務計画は、（i）ADB業務の中で統合的な災
害リスク管理アプローチを推進すること、（ii）統合的な災害リスク管理に関する開発途上加盟国の能
力、知識、リソースを強化すること、および（iii）統合的な災害リスク管理のために官民連携とリソ
ースを動員することを3つの主要目的として掲げています。
　本業務計画は、気候変動が及ぼしうる影響を考慮しながら短期的・長期的な災害リスクを低減する
ことの重要性を認識しています。また十分な災害リスク・ファイナンスの取り決めなどを通じ、早急
に残余災害リスクの管理能力を高める必要があることにも焦点を当てています。本業務計画は、統合
的な災害リスク管理の組織化や、能力と知識の強化、災害に対する強靭性への投資、そしてステーク
ホルダーの関与に重点を置きながら、こうしたニーズに対応するための複数の分野にまたがる一連の
行動について述べています。

アジア開発銀行について

　ADBは貧困のないアジア・太平洋地域の実現を目指しています。ADBは、開発途上加盟国による
貧困の削減と、国民生活の質の改善を支援することを使命としています。経済発展のサクセス・スト
ーリーが脚光を浴びる一方で、アジア・太平洋地域には、世界の貧困層の3分の2が、また生活費が
一日2ドル未満の人々が16億人、そのうち7億3,300万人は一日1.25ドル未満で暮らしているとされ
ています。ADBは、全ての人々に恩恵が行き渡る（インクルーシブな）経済成長、環境に調和した
持続可能な成長、および地域統合の促進を通じて、途上加盟国の貧困削減を支援しています。
　ADBはマニラに本部を置き、67の加盟国によって所有され、うち48カ国はアジア・太平洋地域の
国です。開発途上加盟国支援のためにADBが行う支援の具体的手段は、政策対話、融資、出資、保
証、無償援助、技術協力などです。
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　『ストラテジー2020』：ADBが2008 年に2020 年までの長期戦略枠組みとして発表。（１）インクルーシブな成長、（２）

環境に調和した持続可能な成長、（３）地域統合の促進、の3つの柱を、アジア・太平洋地域の貧困削減に取り組む上で

支援の焦点を当てるべき開発課題とした上で、より実効性の高い支援実現のため、インフラ開発、環境、地域協力・統

合、金融セクター、および教育、の5分野を業務上のコアとしている。

　さらにADBは、本年、『ストラテジー2020』の見直しを実施。『ストラテジー2020』で定めた戦略的方向性の妥当性

を再確認する一方で、2020 年までの戦略的優先事項として、貧困削減とインクルーシブな成長、環境と気候変動、地域

協力・統合、インフラ整備、中所得国、民間セクター開発・業務、知識による問題解決、財源とパートナーシップ、バ

リュー・フォー・マネーの実現、新しい課題への対応体制の構築、の10 項目を新たに定め、変容するアジア・大洋州の

開発ニーズによりよく対応するため、業務を再調整していくことを発表した。
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アジア開発銀行（ADB）の長期戦略枠組みである『ストラテジー 2020』は、自然災害

がアジア・太平洋地域の発展に大きな課題をもたらしていることを反映し、災害・緊急支

援を ADB の業務分野の 1 つとして挙げています。アジア・太平洋地域は多種多様な自然災

害に見舞われ、死亡者数などから見た被災規模でも世界の上位を占めています。自然災害

に対するエクスポージャーと脆弱性が増大し続けていることから、同地域の自然災害によ

る直接的な物的損害額は GDP 成長率を上回るペースで拡大しています。気候変動に伴い、

極端な気候事象の規模だけでなく、地域によっては頻度も増加すると見られ、この傾向は

今後更に悪化するおそれがあります。今や災害リスクはアジア・太平洋地域のインクルー

シブかつ持続可能な社会経済的発展に対する最も深刻な脅威の 1 つとなっており、とりわ

け社会の中でも貧しい人々に大きな悪影響を及ぼしています。貧困と自然災害に対する脆

弱性は密接に結びついており、相乗的な関係にあります。災害は困難と困窮の源であり、

貧困に近い状態の人々が災害に見舞われれば、一時的に国際的な貧困基準を下回る生活水

準に陥り、より長期的・慢性的な貧困につながる可能性があります。また貧困状態にある

人々は自然災害に対して最も脆弱な状況に置かれています。

1987 年 8 月～ 2013 年 12 月までの間、ADB は災害リスク管理（DRM）およびそれに関連

する融資、無償資金（グラント）ならびに技術支援プロジェクト合計 631 件を対象に 195

億ドルの支援を承認しました。このうち 3 分の 1 強が災害発生後の対応を目的としたもの

であり、ADB は一連の方針に基づいてこの領域に携わってきました。最新の方針である

『災害・緊急支援方針（DEAP）2004』（2004 Disaster and Emergency Assistance Policy）

は、（i）開発途上加盟国（DMC）における災害リスクの低減に向けた支援の強化、（ii）災

害後の復興・再建支援、および（iii）パートナーシップの強化を通じた ADB による DRM

活動の拡大、を 3 つの主要目的として掲げています。2008 年には、DEAP の実施を強化す

る『DEAP 行動計画』（DEAP Action Plan）が発行されました。より最近では、ADB は災害

リスク・ファイナンスという比較的新しい分野にも進出しています。

『統合的な災害リスク管理のための業務計画 2014 − 2020』（Operational Plan for Integrat

ed Disaster Risk Management, 2014-2020。以下『IDRM 業務計画』）は、DEAP 2004 との

整合性を保ちながら、DRM に対する ADB の大規模な支援と、この領域における優れた実

績を基にした内容となっています。『IDRM 業務計画』の目的は、（i）ADB 業務の中で統合

的な災害リスク管理（IDRM）アプローチを推進し、災害に対する強靱性や残余リスク管

理の強化に関連するプロダクツおよび業務プロセスを支援すると共に、より調和の取れた

体系的な DRM アプローチを推進すること、（ii）災害リスクを低減し、コスト面で効率の

高い方法で速やかに災害事象に対応できるよう、IDRM に関する DMC の能力や知識、リ

ソースを一層強化すること、および（iii）IDRM のために更なる官民連携とリソースを動

災害リスクはアジ
ア・太平洋地域の
包摂的かつ持続可
能な社会経済的発
展に対する最も深
刻な脅威の1つと
なっている

要 約



2 総合的な災害リスク管理のための業務計画 2014 − 2020

員すること、にあります。この IDRM は本業務計画は DEAP 行動計画 2008 の後継と位置づ

けられています。

IDRM アプローチは、災害に対する強靱性の強化というビジョンと、（i）多くの開発活

動には潜在的な災害リスクが伴うものの、強靱性を高める機会ももたらす、（ii）気候変動

を無視した場合、DRM 投資は想定した成果をあげることができず、最終的には災害リス

クが一段と悪化するおそれさえある、（iii）長期的なリスク特性を考慮し、リスクの低減

と残余リスクの管理を目的とした支出額を増加すべきである、という DRM の 3 つの基本

原則に基づいています。これらの原則は、災害リスクの低減を開発に取り入れること、

DRM と気候変動への適応に並行して取り組むこと、そしてリスクを低減し、残余リスク

を管理・移転するための十分なファイナンスの取り決めを確保すること、という DRM の 3

つの主要要件につながります。

IDRM アプローチでは、IDRM を組織化し、能力と知識を強化し、災害に対する強靭性の

強化に投資し、ステークホルダーを関与させるという、複数の分野にまたがる一連の行動

を通じて、これら 3 つの主要要件に対応します。これらの行動は、短期的・長期的な災害

リスクを低減し、残余リスクの管理を強化することで、効率的に災害に対応し、災害に対

する強靭性を高めることに貢献します。こうした IDRM アプローチは、災害に遭いやすい

地域で実施される個々のプロジェクトや国別支援戦略（CPS）のほか、セクター別・テー

マ別業務計画の見直しや新規策定にも反映されます。

ADB は、IDRM を中核的な業務プロセスに組み込むためのツールやガイダンス資料を作

成します。ADB は既に多くの CPS で災害リスクに取り組んでおり、DRM に関する配慮を

幅広い開発プロジェクトに取り入れています。しかし、より戦略的なアプローチを実施す

るためには、それを支えるための更なる組織化が不可欠です。ADB は、CPS を作成する際、

災害・気候変動リスク問題をセクター別・テーマ別業務に組み込むよう定めたガイダンス

を作成するほか、災害リスクを十分にカバーするため、災害・気候変動リスクに関するプ

ロジェクトの既存スクリーニング・ツールを改良する方針です。

ADB は ADB 内部と DMC の両方において IDRM に関する能力育成を支援するほか、DRM

を DMC の開発方針、開発慣行および ADB 業務に組み込むことを支援する関連知識教材を

提供します。具体的には、DMC 開発計画や法規制の枠組み、予算編成プロセスに IDRM を

取り入れる能力を強化するほか、IDRM 関連の公的な財・サービスを開発し、IDRM のため

の行動やイニシアチブに携わる ADB 職員の非公式ネットワークを立ち上げ、全ての実務

コミュニティ（Community of Practice）に IDRM を理解する者を配置し、ADB 職員を対象

とした IDRM 研修を継続的に実施し、DRM の様々な側面における ADB の豊富な実務経験を

まとめ、セクター別の DRM 支援ガイダンスを提供する知識教材を作成します。

ADB は、災害と気候変動に対する強靭性強化プロジェクトへの継続的な投資を通じ、

IDRM アプローチの 3 つの要件に沿った前進を支援していきます。ADB が特に焦点を当て

るのは、災害リスクの低減、災害後対応、災害リスク・ファイナンスという 3 つの投資領

域です。

最後に ADB は、より幅広い DRM パートナーシップの開発を通じてステークホルダーの

関与や連携を強化し、民間部門による IDRM への参画を推進し、また IDRM のためにより

IDRMアプ ローチ
は災害に対する強
靭性というビジョ
ンに基づいている
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多くの官民リソースを動員できるよう支援します。

『IDRM 業務計画』は、災害に対する強靭性を強化するための行動と、貧困を削減し、都

市の強靱性やジェンダーの平等、および食料と水の安全性を高め、脆弱・紛争影響国の特

別なニーズを支援するための行動の間に、大きなシナジーが存在することを認識していま

す。ADB はこれらのシナジーに特に注意を払いながら業務計画を実施していきます。

『IDRM 業務計画』の実施に関する責任は主として業務局および地域協力・持続的開発局

にありますが、適切であればその他の支援局も責任を負います。『IDRM 業務計画』では

ADB において初めて成果を評価するためのフレームワーク（results framework）を DRM

に導入し、また『IDRM 業務計画』の下での成果の進捗を記載した年間成果報告書を作成

します。



4

A．はじめに

アジア開発銀行（ADB）の長期戦略枠組みである『ストラテジー 2020』は、災害・緊

急支援を ADB の「その他の 3 つの専門分野」の 1 つとして挙げています。この分野は、イ

ンクルーシブな経済成長、環境に調和した持続可能な成長、地域統合、という『ストラテ

ジー 2020』に基づく 3 つの中心戦略の実現と直接結びついています。災害は社会的・経済

的利益を損なうだけでなく、とりわけ社会の中で貧しい人々に最も悪い影響を及ぼすおそ

れがあります。社会的・文化的・経済的・政治的環境といった様々な要因により、貧しい

人々や貧困に近い状態の人々が災害に見舞われれば、命を落としたり、家や生産的資産、

生計手段を失ったり、学校に行けなくなったりする可能性が高いのが実情です。特に女性

や子ども、高齢者、障害者といった社会の中でも弱い立場の人々は、多くの場合、より影

響を受けやすい状況に置かれています。このため、災害・緊急支援を行うことは、インク

ルーシブな経済成長を支援することにもつながります。自然災害はそれ自体が対策の必要

な環境現象であることから、強靱性を高めることで、環境に調和した持続可能な成長を後

押しすることが必要です。最後に、2011 年の東日本大震災やタイ洪水の直後に見られた

ように、地域経済の統合が進めば進むほど、災害の影響は被災地以外にも広がりやすくな

りますが、このことは、強靱性を高めると同時に、災害後の速やかな復興・再建活動を支

援するための災害・緊急支援が必要であることを意味します。『ストラテジー 2020』は、

ADB が引き続き災害リスク管理（DRM）を重視し、専門支援機関とのパートナーシップ

の下、災害の初期対応および中期的な対策への支援を行っていくことを明定しています。

また ADB は一連の災害・緊急支援関連の方針に基づいて DRM に関わっています。1987

年には小規模な開発途上加盟国（DMC）に焦点を当てた最初の災害方針が承認され 1、1989

年には全ての DMC に焦点を当てた 2 番目の災害方針が導入されました 2。2004 年には、両

方針よりもはるかに対象範囲を拡大した災害・緊急支援方針（DEAP）3 が策定されていま

す。DEAP は（i）DMC における災害リスクの低減（DRR）に向けた支援を強化し、（ii）災

害後の復興・再建を支援し、（iii）パートナーシップの開発を通じて DRM 活動を拡大する、

という一連の目的を定めています。また 2008 年には DEAP 行動計画 4 が発行されました。

この行動計画は、（i）DEAP の必須要素を実施するために必要な最低限の行動、（ii）DEAP

1 『自然災害に見舞われた小規模 DMC に対する復興支援』（Rehabilitation Assistance to Small DMCs Affected by 
Natural Disasters）（ADB、1987 年、マニラ）

2 『災害後の復興支援』（Rehabilitation Assistance after Disasters）（ADB、1989 年、マニラ）
3 『災害・緊急支援方針』（Disaster and Emergency Assistance Policy）（ADB、2004 年、マニラ）
4 『災害・緊急支援方針の実施に関する行動計画』（Action Plan for Implementing ADB’s Disaster and Emergency 

Assistance Policy）（ADB、2008 年、マニラ）

災 害・ 緊 急 支 援
は、インクルーシ
ブな経済成長、環
境に調和した持続
可能な成長、そし
て 地 域 統 合 と い
う、『スト ラ テ ジ
ー2020』に基づく
3つの中心戦略の
実現と直接結びつ
いている

I. 根拠
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承認以降に得られた教訓に取り組むために必要な行動、そして（iii）DRM をそれまで以上

に業務に組み込むために考慮すべき事柄、の 3 つの部分で構成されており、実施期間は 3

～ 5 年間を予定していました。2012 年に発表された『ADB による自然災害および災害リス

クへの対応に関する特別評価研究』（Special Evaluation Study on ADB’s Response to Natur

al Disasters and Disaster Risks）では、DEAP および DEAP 行動計画が DRM に関する健全な

ガイダンスを提供しているとの結果が出ました 5。

本『統合的な災害リスク管理のための業務計画 2014 − 2020』（以下『IDRM 業務計画』）

は、DEAP 行動計画 2008 6 に代わり、DEAP 2004 を実施する上での新たな業務上のガイダ

ンスを提供するものです。また ADB では初めて結果を評価するためのフレームワークを

DRM に導入することで、成果をモニタリングし、進捗状況を定期的に経営陣に報告・公

開するメカニズムを構築しています。

B．課題と問題

アジア・太平洋地域はありとあらゆる種類の自然災害に見舞われ、被災規模でも世界の

上位を占めています。1970 年～ 2012 年までの期間におけるアジア・太平洋地域の自然災

害による死亡者数は 180 万人にのぼり、世界全体の 51% を占めています。また報道によれ

ばこの間の直接的な物的損害額は合計約 1.5 兆ドル（2012 年の実質ベース）にのぼり、1

日平均 9,500 万ドルが失われた計算になります 7。この地域が被った物的損害額は全世界の

43% を占め、この地域が世界の GDP に占める割合を大きく上回っています。

過去数十年間で DRM に関する理解とノウハウは大きく前進したにも関わらず、この地

域の人的損害が長期的に減少している兆しはありません 8。一方、自然災害に対するエクス

ポージャーと脆弱性が上昇し続けているため、同地域の自然災害による直接的な物的損害

額は GDP 成長率を上回るペースで拡大しています。気候変動に伴い、極端な気候事象の

規模だけでなく、地域によっては頻度も増加すると見られ、この傾向は今後更に悪化する

おそれがあります。世界企業にとって現在または将来重要となる 50 都市を対象に、気候

システムと気温の変化によるリスクを分析した最近の調査結果では、アジアの 9 都市が上

位を占めました 9, 10。過去 5 年間だけでも、DMC では推定 8 億 3,400 万人が自然災害事象に

よる被害を受けています。2012 年にはアジア 22 カ国に暮らす 2,220 万人が災害によって

5 『ADB による自然災害および災害リスクへの対応に関する特別評価研究』（Special Evaluation Study on ADB’s 
Response to Natural Disasters and Disaster Risks）（ADB、2012 年、マニラ）

6 『セクター別・テーマ別業務計画の手続きおよびモニタリングに関する職員向け指示書』（Staff Instructions on 
Processing and Monitoring Sector and Thematic Operational Plans）に従い、行動計画ではなく業務計画という用
語を使用しています。

7 災害関連の損害に関する統計は『EM-DAT：OFDA/CRED 国際災害データベース』（EM-DAT: The OFDA/CRED 
International Disaster Database）（www.emdat.be）（ルーヴァン・カトリック大学、ブリュッセル）から抽出し
たデータに基づいています。

8 『強靱性への投資：災害に対して強靱な未来へ』（Investing in Resilience: Ensuring a Disaster-Resistant Future）
（ADB、2012 年、マニラ）

9 ダッカ、マニラ、バンコク、ヤンゴン、ジャカルタ、ホーチミン市、コルカタ、ムンバイ、チェンナイの順。
10 『 気 候 変 動 お よ び 環 境 リ ス ク・ ア ト ラ ス 2013： 国 別 リ ス ク 分 析 と マ ッ ピ ン グ 』（Climate Change and 

Environmental Risk Atlas 2013: Country-by-Country Risk Analysis and Mapping）（メ ー プ ル ク ロ フ ト、2013 年、
バース）。
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一時的または恒久的に住む場所を失い、また 2008 年～ 2012 年に災害で家を失った人のう

ち、全世界の81%をアジア・太平洋地域が占めていました 11。2013年 11月にフィリピンを

襲った台風ヨランダ（国際名称：ハイエン）だけでも 1,220 万人が被災し、440 万人が家

を失いました 12。

災害による損害が後を絶たないのは、強靱性の強化が思うように進んでいないことを表

しています。「兵庫行動枠組：災害に強い国・コミュニティの構築」（Hyogo Framework 

for Action: Building the Resilience of Nations and Communities）に基づいた最新の国別自

己進捗評価報告によれば、多くの DMC は DRR のためにある程度尽力し、ある程度の能力

育成を行ったものの、大きな進展はないと報告しています 13。この進捗報告で指摘されてい

た主要な問題やトレンドとしては、DRM に関する方針や法律が十分に実施されていない

こと、リスクや脆弱性に関する情報が不十分であること、DRR に対する予算の割当が不十

分であること、実施能力が不十分であること、ジェンダーや女性に関する問題への取り組

みにあまり進展が見られないこと、公正な社会の実現に向けて十分な成果があげられてい

ないこと、などが挙げられます 14。また各国政府は資金不足を理由に災害への対応に苦戦し

ており、経済と社会に対する悪影響が大きく拡大する原因となっています。

その結果、今や災害リスクはアジア・太平洋地域のインクルーシブかつ持続可能な社会

経済的発展に対する最も深刻な脅威の 1 つとなっています。同地域における DRM ニーズ

は非常に大きく、地域全体の全ステークホルダーが連携してリスクに取り組まない限り、

損害は今後も拡大し続けると見られます。損害が拡大する背景としては、アジア・太平洋

地域における既存の脆弱性に対する取り組みが不十分であること、同地域の中でも最も災

害に遭いやすい地域の一部で人口と資本財の増加が続いており、自然災害に対するエクス

ポージャーが拡大していること、そして気候変動に伴い、天候に関連した災害が頻度・規

模ともに拡大すると予想されることが挙げられます。言い換えれば、災害リスクに寄与す

る 3 つの要因、つまり災害が発生する可能性、エクスポージャー、脆弱性は全て、何らか

の措置を講じない限り、増幅することが予想されます 15。開発リソースが限られていること

を踏まえれば、この措置は一段と急を要します。また個々の投資ニーズを満たす際、開発

の成果が災害によって無に帰してしまう結果、投資ニーズを何度も満たす必要が生じるこ

とのないよう、配慮する必要があります。

C．ADB の実績と経験

ADB は DRM に関して多大な支援を行ってきました。1987 年 8 月から 2013 年 12 月まで

11 『世界推計 2012：災害難民』（Global Estimates 2012: People Displaced by Disaster）（国内避難民モニタリングセ
ンター、2013 年、ジュネーブ）

12 『ヨランダ復興支援』（Reconstruction Assistance on Yolanda）（国家経済開発庁、2013 年、マニラ）
13 「兵庫行動枠組」は、2005 年 1 月開催の国連防災世界会議において 168 カ国の政府によって採用された 10 年計画

です。最新の評価報告書は 2011 年～ 2013 年を対象としています。
14 『アジア・太平洋地域における兵庫行動枠組（2011 年～ 2013 年）』（The Hyogo Framework for Action in Asia and 

the Pacific 2011-2013）（国連国際防災戦略（UNISDR）、2013 年、ジュネーブ）
15 災害リスク「d」は、特定地域「p（h）」における様々な深刻さの災害の発生確率と、かかる災害の影響を受ける

地域の居住者と物的資産「e」、かかる居住者と物的資産の脆弱性レベル「v」を用いて表現することができる。こ
の関係を数式で表すと d = f（p（h）, e, v）となる。

地域全体の全ステ
ークホルダーが連
携して災害リスク
に取り組まない限
り、損害は今後も
拡大し続けるだろ
う
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の間、ADB は DRM およびその関連プロジェクト合計 631 件を対象に 195 億ドルの支援を

承認しました。これは承認されたソブリン融資、無償資金（グラント）および技術支援総

額の 10.3% に相当します。このうち、33.0%（64 億ドル）が災害後の初期復興・再建、

8.5%（17 億ドル）が単独型 DRR、58.5%（114 億ドル）が DRR の要素を埋め込んだプロ

ジェクト、0.1%（980 万ドル）が災害前リスク・ファイナンス（DRF）を目的としたもの

です。（図 1）。

2004 年の DEAP 導入以来、アジア・太平洋地域が一連の大きな災害事象に見舞われたこ

とで、ADB による DRM 関連の支援のうち、常に 3 分の 1 前後を災害後の初期復興・再建に

対する支援が占めてきました。2004 年に起きたインド洋津波では、融資、無償資金（グ

ラント）および技術支援合わせて約 8 億ドルが承認されたほか、2005 年のパキスタン地

震、2008 年に起きた中国の地震、そして 2010 年にパキスタンを襲った洪水に対しては、

融資および無償資金（グラント）合わせて 19 億ドルが提供されました。2013 年には台風

ヨランダの被害を受けたフィリピンに 9 億ドルを提供し、個別事象に対する ADB の支援金

としては過去最高を記録しました。これら 5 つの災害に対する支援は、ADB が 2004 年～

2013 年に行った災害後支援の 78% を占めています。

また ADB は、災害リスクへの理解を深めるに伴い、範囲を拡大しながら DRR 活動への

支援を続けてきました。ADB は当初、単独型洪水制御支援を中心にこの領域に携わり、そ

の歴史は ADB の最も初期のプロジェクトにまで遡ります。より最近では、インドネシア

におけるシタラム川流域プロジェクトのように洪水制御の要素を含む大規模な都市型水源

管理・川流域プロジェクトから、コミュニティ基盤の DRM プロジェクトや災害リスクの

モデリング支援にまで投資対象を広げています。ADB はこうした投資案件において、気候

変動への適応プロジェクトの一環として DRR 支援を行ってきました。また、その他の投資

を設計する際も災害リスクを考慮することが増え、開発の成果を持続可能なものとするこ

とに貢献しています。

例えば ADB がバングラデシュとカンボジアで行った道路投資は、洪水リスクを考慮に

入れています。ここ数年、単独型 DRR イニシアチブにおける技術支援は大幅に増加してお

り、1987 年～ 2012 年に行われた技術支援と、2011 年～ 2013 年に承認された技術支援全

体の 48%（実質ベース）を占めています。このように技術支援が増加傾向にあることは、

ADB による DRR 投資が今後拡大することを示唆していると言えるでしょう。

より最近では、ADB は DRF という比較的新しい分野にも進出し始めています。2008 年

～ 2013 年には、DRF または災害保険などの保険全般を対象とした 6 件の技術支援および助

成金プロジェクトが新たに承認されました。そして現在、更に 3 件の DRF プロジェクトに

ついて手続きが進められています。このほか、最近の主な出来事としては、アジア開発基

金（ADF）第 11 期（2013 年～ 2016 年）に災害対応ファシリティを試験導入したことや、

2013 年にカナダ政府と共同で総合災害リスク管理基金を設立したことが挙げられます。

DRM プロジェクト・ポートフォリオは優れた成績を収めており、2009 年～ 2012 年に完

了した災害後の初期復興・再建を目的とした融資および助成金 27 件のうち、89% が「良」

または「優」と評価されており（同期間のソブリン融資および助成金全体では 69%）、ま

た 83% が「持続可能性が高い」と評価されています（ソブリン融資および助成金全体で

1987年8月～2013 
年12 月にかけて、
ADB は DRM およ
びDRM関 連 プ ロ
ジェクト合計 631
件を対象に195 億
ドルの支援を承認
した
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は 59%）。この間、ADB は単独型 DRM 融資および助成金 5 件を完了させており、うち 3 件

が「良」または「優」と評価され、更にそのうちの 1 件は「持続可能性が高い」との評価

を得ています。

この新たな『IDRM 業務計画』は、DRM に関する ADB の豊富な経験と、ADB その他が学

んだ DRM に関連する教訓に基づいています。本業務計画は、災害による損害の拡大とい

う傾向を 180 度転換させ、また開発の成果が災害によって損なわれることを防ぐため、各

国政府や官民の開発パートナーとの協力を推進することを目的としています。本業務計画

は、とりわけ 2012 年の「ADB による自然災害および災害リスクへの対応に関する特別評

価研究」の推奨内容に従い、DEAP 2004 および DEAP 行動計画 2008 の策定以降に発生した

災害と、災害に関するより理解の深化を取り入れた内容となっています。このため本業務

計画では、災害は避けられないという前提の下、リスクの低減・対応・再建活動というサ

イクル 16 を幾度となく繰り返すことを想定していた従来のアプローチに代わり、長期的な

強靱性の改善を目指す DRM アプローチを導入しています。 

16 DRM サイクルでは、（i）災害の予防、緩和および防災体制の強化（ADB は、DMC の脆弱性特定・改善能力を高め
る計画とプログラムを作成）（ii）過渡期支援と優先順位を定めた復興支援（ADB は、優先順位の高い物理的・社
会的インフラを復旧させるための災害後支援を提供）（iii）復興（ADB は長期的再建を支援）という連続した 3 つ
の戦略的段階を特定していました。

本 業 務 計 画 は、
DRMに 関 す る
ADBの 豊 富 な 経
験と、ADBその他
が 学 ん だDRMに
関連する教訓に基
づいている

図 1：ADB による災害リスク管理支援（1987 年～ 2013 年）

出典：アジア開発銀行

災害リスクの低減を
埋め込んだ支援

58.5%

単独型の
災害リスク低減支援

8.5% 災害後の
初期復興・再建支援

33.0%

災害リスク・ファイナンス
0.1%



I. 根拠 9

また『IDRM 業務計画』では、ADB による DRM への関与の焦点を、ADB が大きく貢献し

うる活動に当てています。対象となる活動は、DMC からの DRM 分野に関する支援要請の

内容や、各国政府その他 DRM 分野における開発パートナーの現時点での優先順位、そし

て国際開発金融機関としての ADB の中核的専門分野、役割、専門知識を考慮して決定し

ます。本業務計画では、これまで DEAP 行動計画を実施する上で経験した課題、中でも

DRM に関する制度上の取り決めに関する課題に対処しています。
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A．成果と目的

『IDRM業務計画』の目的は、DMCの災害に対する強靭性を高めることにあります。そう

することで、『ストラテジー2020』が掲げる3つの中心戦略、つまりインクルーシブな経済

成長、環境に調和した持続可能な成長、地域統合の実現、に大きく貢献すると予想されます。

災害に対する強靭性とは、国、コミュニティ、企業および各世帯が、持続的な社会経済

的進歩や発展を損なうことなく、自然災害事象に耐え、その影響を吸収し、そこから回復

し、態勢を立て直す能力と定義されます 17。強靭性について考える際は、人口の増加や移動

に伴う強靱性の絶え間なく目まぐるしい変化、設備投資の拡大、そして気候変動を理由と

した気象的・水文学的・気候学的事象の頻度と規模の変化を考慮する必要があります。持

続可能な社会経済的発展と貧困削減を実現するためには、社会のあらゆるレベルにおい

て、災害に対する強靭性を高めることが極めて重要です。

『IDRM業務計画』は、目指す成果を実現するために、（i）ADB業務の中で総合的DRMア

プローチを推進し、災害に対する強靱性や残余リスク管理の強化につながる関連するプロダ

クツおよび業務プロセスを支援すると共に、より調和の取れた体系的なDRMアプローチを

推進する、（ii）災害リスクを低減し、コスト効率の高い方法で速やかに災害事象に対応でき

るよう、IDRMに関するDMCの能力や知識、リソースを一層強化する、および（iii）IDRMの

ために更なる官民連携とリソースを動員する、という3つの包括的な目的を定めています。

『IDRM業務計画』はDEAPとの整合性を保ち、更にはDMCにおけるDRR支援の強化、災

害後の復興・再建支援、パートナーシップの開発を通じたIDRM活動の拡大というDEAPの

重点項目を継承しています。また『IDRM業務計画』の範囲と目的はDEAP行動計画2008

を下敷きとしてその内容を更新したものであり、引き続き、災害リスクに対するDMCの強

靱性と残余リスク管理能力の強化、および災害からの復興を支援する内容となっています。

『IDRM 業務計画』は、人間の営みに基づいて決定した自然災害とその関連リスクに焦点

を当てています。DEAP では脆弱・紛争影響国、衛生緊急事態および食糧危機に対する支

援も取り上げているものの、これらの要素に関する支援は別の業務計画で対処する予定で

す 18, 19。『IDRM 業務計画』は、そうした他の業務計画とも連携しています。

17 注 8 参照。
18 DEAP 2004 は災害を、コミュニティまたは社会の機能を大きく混乱させ、コミュニティまたは社会自身のリソー

スでは対応不能な幅広い人的・物質的・経済的・環境的被害をもたらす、突発的な惨事と定義しています。
19 『 脆 弱・ 紛 争 影 響 国 に お け る ADB の 有 効 性 改 善 に 向 け た 業 務 計 画 』（Operational Plan for Enhancing ADB’s 

Effectiveness in Fragile and Conflict-Affected Situations）（ADB、2013 年、マニラ）、『「ストラテジー 2020」に基
づく医療へのアクセスおよび健康転帰改善に向けた業務計画』（An Operational Plan for Improving Health Access 
and Outcomes under Strategy 2020）（ADB、2009 年、マニラ）、『農業および天然資源セクターに関する業務計
画： ア ジ ア・ 太 平 洋 地 域 に お け る 食 の 安 全 性 の 推 進 2014 − 2020』（Operational Plan for the Agriculture and 
Natural Resources Sector: Promoting Food Security in Asia and the Pacific in 2014-2020）（ADB、2014 年、マニラ）

『IDRM 業 務 計 画』
の 目 的 は、DMC
の災害2に対する
強靭性を高めるこ
とにある

II. 方向性
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B．統合的な災害リスク管理アプローチ

『IDRM 業務計画』では、総合的アプローチを導入しています。IDRM アプローチは、災

害に対する強靱性の強化というビジョンと、（i）多くの開発活動には潜在的な災害リスク

が伴うものの、強靱性を高める機会ももたらす、（ii）気候変動を無視した場合、DRM 投

資は想定した成果をあげることができず、最終的には災害リスクが一段と悪化するおそれ

さえある、（iii）DRM その他の投資によって得られる社会的・経済的利益を天秤にかけ、

長期的なリスク特性を考慮し、リスクの低減と残余リスクの管理を目的とした支出額を増

加すべきである、という DRM の 3 つの基本原則に基づいています。これらの原則は、DRR

を開発に取り入れること、DRM と気候変動への適応に並行して取り組むこと、そしてリ

スクを低減し、残余リスクを管理・移転するための十分なファイナンスの取り決めを確保

することという DRM の 3 つの主要要件につながります。

IDRM アプローチでは、IDRM を組織化し、能力とナレッジ・ソリューションを強化し、

災害に対する強靭性の強化に投資し、ステークホルダーを関与させるという、複数の分野

にまたがる一連の行動を通じて、これら 3 つの要件に対応します。これらの行動は、短期

的・長期的な災害リスクを低減し、残余リスクの管理を強化することで、効率的に災害に

図 2：統合的な災害リスク管理アプローチ 

出典：アジア開発銀行

成 

果

要 

件

原 

則

災害に対する強靭性の強化

複数の
分野に
またがる
行動

短期的・長期的な災害リスクの低減と

残余リスクの管理の強化により、効率的に災害に対応

災害リスクの低減を
開発に取り入れる

多くの開発活動には潜在的
な災害リスクが伴うもの
の、強靱性を高める機会も
もたらす

災害リスク管理と
気候変動への適応に
並行して取り組む

気候変動を無視した場合、
災害リスク管理への資は想
定した成果をあげることが
できず、最終的には災害リ
スクが一段と悪化するおそ
れさえある

災害リスク・ファイナンス
能力を育成強化する

長期的なリスク特性を考慮
し、リスクの低減と残余リス
クの管理を目的とした支出
額を増加すべきである
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対応し、災害に対する強靭性を高めることに貢献します（図 2）。IDRM アプローチは、災

害に遭いやすい地域で実施される各プロジェクトや国別支援戦略（CPS）、重大な災害リ

スクに直面する国や地域での類似のプロジェクトまたは支援戦略のほか、セクター別・

テーマ別業務計画の見直しや新規開発にも反映されます。こうしたアプローチによって、

『IDRM 業務計画』が掲げる 3 つの包括的な目的を実現していきます。

1 つ目の原則はこのアプローチの中核を成すものであり、リスクを低減するための幅広

い政策、投資、および能力育成支援を必要とします。こうした支援を行うことで、（急斜

面の森林保全よって地滑りや洪水の発生確率を引き下げるなど）災害に直接対応したり、

（土地利用計画に災害リスクへの配慮を取り入れるよう支援するなど）そうした災害に対

するエクスポージャーに対応したり、（生計手段を多様化し、より強靱性の高い職業への

進出を後押ししたり、雨水の貯留、コミュニティの早期警報システムを支援するなど）脆

弱性に対応したりすることが可能となります。したがって、DRR に関する行動は、構造的

手段と非構造的手段の両方の形を取る場合があります。また地震で損壊した校舎の再建と

いった単独型イニシアチブのほか、都市開発プロジェクトに洪水制御の要素を取り入れる

など、DRR をより幅広いプロジェクトに組み込む場合や、大雨や地滑りに対する強靱性を

高めるために道路の土木設計や建設場所を調節するなど、DRR 手法を他の開発活動に取り

入れる場合もあります。後の 2 つのケースは埋込型 DRR と呼ぶことができます。ADB は既

に上記 3 つ全てのルートを通じて DRR に携わっており、様々な方法で災害、エクスポー

ジャー、脆弱性に取り組んでいます。

2 つ目の原則は、DRM と気候変動への適応に並行して取り組むことに焦点を当てていま

す。気候変動への適応では、実際の、または予想される気候変動とその影響を調節するプ

ロセスに重点が置かれており、被害を和らげ、または気候変動によって生じた有益な機会

を活用することを目的とします 20。DRM と気候変動への適応に対する並行した取り組みで

は、極端な気候事象の規模と頻度の変化に備えることを計画すると共に、現在や近い将

来、そして将来の長い期間にわたるリスクを低減するための措置を講じることに特に重点

が置かれています。つまり、独立型 DRR と埋込型 DRR のいずれにせよ、極端な気候事象

に将来変化が生じる可能性を考慮して設計を行い、例えば特定の洪水事象の周期に変化が

生じた場合、洪水防止策の保護機能にどのような影響をもたらすかを検討します。ADB は

既に、例えば太平洋地域における災害・気候変動リスク評価のための技術支援を行った

り、その評価結果を都市開発およびインフラ計画に盛り込んだりすることを通じて、この

原則を支持しています。また最初と 2 つ目の原則はいずれも、気候変動に関する知識教材

やプログラム、活動を設計および実施する上で極端な気候事象を考慮する必要性や、DRM

と気候変動への適応に関する取り組みをより全般的に整合させる必要性を重視していま

す。『環境業務指令 2013 − 2020』（Environment Operational Directions, 2013-2020）もま

た、DRM と気候変動への適応に関する取り組みを整合させることの重要性を強調してい

20 『気候変動への適応推進に向けた極端現象及び災害のリスク管理：気候変動に関する政府間パネル第 1・第 2 作業
部 会 に よ る 特 別 報 告 書 』（Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change 
Adaptation: A Special Report of Working Groups I and II of the Intergovernmental Panel on Climate Change）（気
候変動に関する政府間パネル（IPCC）、2012 年、ジュネーブ）

本業務計画は、災
害リスクの低減を
開発に取り入れる
こと、災害リスク
管理と気候変動へ
の適応に並行して
取り組むこと、そ
し て リ ス ク を 低
減、管理、移転す
るための十分なフ
ァイナンスを確保
することという3
つの主要要件に対
応している
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ます 21。

最後の原則は、リスクの低減と、残余リスクの管理・移転を目的とした金融プロダクツ

の開発と適用に焦点を当てており、世帯や企業、そして各国政府による財政面からの災害

リスクの管理が対象となります。ADB は DRF 戦略を開発するに当たり、災害事象の頻度ま

たは発生確率とそれに伴う損害のレベルに応じて災害リスクを分類し、リスクを重層的に

捉えるアプローチを推奨します。多くの場合、リスクの低減は、発生確率は高いものの影

響が少ない災害事象に対する最もコスト効率の高い対処方法であり、また発生確率は低い

ものの、影響が大きい事象のリスクを低減することで、大きな利益をあげることも可能で

す 22。またリスクの低減は、ビルその他の構造物を安全基準に従って建設する際にも極めて

重要な要素となります。この他にも、損害の各層に必要な財政支援の規模、求められる資

金提供スピード、そして特定のリスク層に対する各選択肢の相対的なコスト効率といった

幅広い要因に基づいて最適な選択肢を選ぶことで、幅広い金融プロダクツをその他のリス

クに適用することが可能です。こうしたプロダクツには、損害保険、農作物保険、事業中

断保険、政府補償などの補償保険やパラメトリック保険ツール、危険準備金、偶発融資、

カタストロフィー債、その他のリスク移転プロダクツが含まれます。ADB は手続き要件を

簡略化して緊急支援融資を行うなど、リスクの低減と災害後の復興・再建支援の両方を財

政的に支援してきました。しかし ADB が包括的な DRF 戦略開発や災害後対応のための事

前プロダクツ（災害発生前に提供されるプロダクツ）に対する支援を開始したのはもっと

最近のことです。これまでのところ、後者の多くはプロダクツに関する要望の調査や試験

プロジェクトの開発と実施に対する技術支援が中心となっています。

災害救助支援や、災害後の初期復興・再建支援を含めた災害対応は、今後も ADB によ

る IDRM への関与の中心的要素となることが予想されます。ADB は IDRM アプローチに盛

り込まれた 3 つの原則を通じて IDRM に取り組むことになります。現在だけでなく将来起

こりうる災害リスクの形式とレベルも考慮に入れながら、将来の災害事象に対する強靱性

を高めるための災害対応行動を設計していきます。また ADB は、コスト効率の高い、適

時かつ十分な災害用リソースにアクセスしやすくすることで、DMC が災害事象による社

会と経済への間接的な影響を制限できるよう、支援を行います。

C．統合的な災害リスク管理アプローチの実施

IDRM アプローチの 3 つの要件を推進するための行動と手法は、IDRM の組織化、能力育

成とナレッジ・ソリューション、強靱性への投資、そしてステークホルダーの関与という

互いに一部重複した 4 つの領域に分類することができます。これには、ADB 自身の業務領

21 『環境業務指令 2013 − 2020：アジア・太平洋地域における環境に配慮した経済成長への移行を推進する』
（Environment Operational Directions, 2013-2020: Promoting Transitions to Green Growth in Asia and the Pacific）
（ADB、2013 年、マニラ）

22 例えば地震災害、洪水災害、風害の緩和を目的として米連邦緊急事態管理局（FEMA）が 1993 年～ 2003 年に提供
した助成金の統計サンプル 5,500 件（改良、構造的災害緩和、意識啓発・研修、建築基準に焦点を当てたプロジェ
クトを含む）の費用対効果を分析したところ、効果費用比率は地震災害緩和の 1.5 から洪水災害緩和の 5.1 まで
様々であり、全体的では 4.0 となった。（A. Rose 他、2007 年「FEMA 災害緩和助成金の費用対効果分析」『ナチュ
ラル・ハザード・レビュー』（Benefit-Cost Analysis of FEMA Hazard Mitigation Grants. Natural Hazards Review）8

（4）: 97.111 を参照）
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域内で IDRM を強化するためのステップと、パートナーシップの構築、追加財源の活用、

知識の共有、そして IDRM に向けた環境の整備を通じ、災害に対する強靭性をより幅広く

推進するステップの両方が含まれます（表 1）。

1．統合的な災害リスク管理の組織化

ADB は、IDRM を中核的業務プロセスにより積極的に取り入れるためのツールとガイダ

ンス資料を開発します。ADB は既に多くの CPS で災害リスクに取り組んでおり、DRM に

関する配慮を幅広い開発プロジェクトに取り入れています。しかし問題に対する長期的、

戦略的かつ体系的なアプローチを支えるためには、IDRM を一段と組織化する必要があり

ます。そのため ADB は、CPS を作成する際、災害・気候変動リスク問題をセクター別・

テーマ別業務に組み込むよう定めたガイダンスを作成するほか、災害リスクを十分にカ

バーするため、災害・気候変動リスクに関するプロジェクトの既存スクリーニング・ツー

ルを改良し、これらのツールをより一貫した方法で適用していきます。またこれらの改良

されたガイダンスやスクリーニング・ツールを適用することにより、IDRM について各国

政府と対話する機会が生まれ、IDRM プロジェクトに対する需要が拡大し、間接的に DMC

自身の業務プロセスにおける IDRM の組織化を促す可能性もあります。

国別支援戦略における災害・気候変動リスクの意識化　各地域局は既にセクター別・

テーマ別評価に関するガイダンス資料を使用していますが、CPS や太平洋地域向け戦略を

作成する際、それらの既存ガイダンスに災害リスクへの配慮と対処に関するガイダンスを

組み込みます。CPS の作成プロセスは、国ごとの災害リスク特性や政府の定めた優先順位、

CPS の重点領域と目標、IDRM に関する ADB の相対的な強み、および進行中の他の DRM イ

ニシアチブに合わせて微調整を行いながら、戦略的かつ調和の取れた方法で災害リスクに

取り組む機会をもたらします。また一般公開されている容易にアクセス可能なオンライン

資料を用いて災害リスク・データを確保・活用するためのガイダンスを作成し、定期的に

更新します。過去 10 年以内に ADB から災害後支援を受けた国は、CPS の作成過程で災害

リスクに配慮することが期待されます。

CPS 作成プロセスの一環として、災害リスクを体系的に考慮することで、重点領域の決

定に影響が出る能性があります。しかし同様に重要な点として、災害リスクの意識化に

は、IDRM を重点領域として選んでいるか否かに関わらず、ADB による全ての投資が災害

によって損なわれることを防ぐ狙いがあります。

災害・気候変動リスク・プロジェクトのスクリーニング・ツール　ADB はこれと並行し

て、プロジェクトの設計に使用する災害・気候変動リスクのスクリーニング・ツールを開

発します。これらのツールの目的は、ADB による個々の投資を自然災害から十分に保護す

ると同時に、投資によって新たな災害リスクをもたらしたり、既存の災害リスクを悪化さ

せたりすることを防ぐことにあります。プロジェクト・レベルでの災害・気候変動リスク

の分析に体系的なアプローチを積極的に取り入れ、ADB 自身の行動に関する DMC への説

ADB は、 IDRM を
中核的業務プロセ
スにより積極的に
取り入れるための
ツールとガイダン
ス資料を開発する
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明責任を高めることを意図しています。

既に一部の国で使用されている、災害・気候変動リスク・プロジェクトの既存スクリー

ニング・ツールを簡略化し、第一段階でのスクリーニングに使用します。ADB は既にこの

スクリーニング・ツールに基づいて気候変動リスクの初期スクリーニングに用いるチェッ

クリストを開発中であり、環境分類プロセスと合わせて使用することを予定しています。

このチェックリストを拡大し、災害リスクまで対象を広げます。その後、予備スクリーニ

ングで多大な災害・気候変動リスクが判明したプロジェクトのための第二段階のスクリー

ニング・ツールを開発します。これは、気候変動リスクの既存スクリーニング・ツールを

改良することで対応します。さらに、プロジェクトのスクリーニング分析結果を理解し、

容認不能なレベルの災害・気候変動リスクに対処する適切な行動を特定するためのリソー

スを開発します。また、気候変動に関する試験プロジェクトの開始時の指標を拡大し、災

表 1：複数の分野にまたがる行動を通じた統合的な災害リスク管理アプローチの実施

成果：強靱性の強化

短期的・長期的な災害リ
スクの低減

効率的な災害対応を目的
とした残余リスクの管理

強化

IDRM の組織化

CPS における災害・気候変動リスク
の意識化 ✓ ✓

災害・気候変動リスク・プロジェ
クトのスクリーニング・ツール ✓

能力育成とナレッジ・ソリューション

IDRM を組み込む DMC の能力 ✓ ✓
IDRM 関連の公的な財・サービス ✓ ✓
IDRM に関する非公式ネットワーク ✓ ✓
CoP への IDRM 担当者の配置 ✓ ✓
研修・ワークショップ ✓ ✓
知識教材 ✓ ✓
災害に対する強靭性への投資

災害リスクの低減 ✓
災害後支援 ✓ ✓
DRF プロダクツ ✓ ✓
ステークホルダーの関与

パートナーシップ ✓ ✓
IDRM に対する民間部門の関与 ✓ ✓
財源の活用 ✓ ✓

ADB ＝アジア開発銀行、CoP ＝実務コミュニティ、CPS ＝国別支援戦略、DMC ＝開発途上加盟国、DRF ＝災害リス
ク・ファイナンス、IDRM ＝統合的な災害リスク管理
出典：アジア開発銀行
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害リスクをカバーすることも可能です。

2．能力育成とナレッジ・ソリューション

IDRM を DMC の開発方針、開発に係る業務慣行および ADB 業務に持続的に取り入れるた

めには、能力育成とナレッジ・ソリューションの分野を大きく進展させる必要がありま

す。『ストラテジー 2020』で指摘したように、知識は開発を推し進め、その効果を高める

強力な触媒の役割を果たします。ADB は能力育成とナレッジ・ソリューションを推進する

ため、開発計画や法規制の枠組み、予算編成プロセスに IDRM を取り入れる DMC の能力の

強化、IDRM に関連した公的な財・サービスの開発、IDRM のための行動やイニシアチブに

携わる ADB 職員の非公式ネットワークの立ち上げ、実務コミュニティ（CoP）への IDRM

担当者の配置、ADB 職員を対象とした継続的な IDRM 研修の実施、そして知識教材の開発

という 6 つの行動に焦点を当てます。『ストラテジー 2020』が定める、ナレッジ・ソ

リューションのより幅広いビジョンに沿ったこれらの行動は、IDRM に関するナレッジ・

ソリューションをアジア・太平洋地域での業務に取り入れることに役立つと見られます。

統合的な災害リスク管理を組み込む開発途上加盟国の能力　ADB は、自身の業務と知識

教材の開発を通じて、全国、国内一部地域または局地的地域を対象とした開発計画や法規

制の枠組み、予算編成プロセスに IDRM への配慮を組み入れ、それに関するインセンティ

ブを設定する DMC の能力を引き続き強化していきます。ADB の活動には、DRF に関する

理解とノウハウを高め、災害リスクへの配慮を公的部門の財政管理に取り入れるよう支援

することなどが含まれます。ADB は既に多くの DMC で IDRM に関する能力の強化を行って

おり、その一例としては、複数のドナーの協力によって実現した気候変動への強靭性を高

める試験プログラムや、最近では DRM 実務者向けの一連のハンドブックの開発支援が挙

げられます。IDRM を業務に組み入れる能力の強化活動は、環境や気候変動への配慮を地

域、全国および局地的地域の開発計画や行動に取り入れる、『環境業務指令 2013 − 2020』

に基づいた試みを補完することになります。シナジーを最大限に高め、共通の目標を追求

すべく、両業務計画に基づいて密に連携した活動を行っていきます。

国家開発計画の期間中、公的支援が主として何に向けられるかは、国家開発計画に定め

られた目標と目的によって決まります。したがって強靱性を高めるためには、これらの目

標と目的に災害リスクへの配慮を取り入れることが極めて重要と言えます。法規制の枠組

みは災害に対する強靭性への投資を促す上で重要な役割を果たし、また予算編成プロセス

は、効率的な DRM のための財源確保や、リスクの低減と災害後対応に対するバランスの

取れたリソース配分に必要不可欠です。また規制の枠組みと財政手段を活用し、災害に対

する強靭性への投資を促すことも可能です。

統合的な災害リスク管理に関連した公的な財・サービス　ADB は、IDRM の強化を支援

するため、最新技術とノウハウの活用を含め、引き続き地域および全国レベルでの公的な

財・サービスの開発を支援していきます。中でも、災害リスク評価を引き続き重視し、リ

IDRMをDMCの開
発方針、開発慣行
お よ び ADB 業 務
に持続的に取り入
れるためには、能
力 育 成 と ナ レ ッ
ジ・ソリューショ
ンが必要

優 れ たIDRMソリ
ューションの開発
には確かな災害リ
スク評価が不可欠
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スク水準の検証、リスクのマッピングおよび定量化、関連気候変動シナリオの作成、そし

てこの情報の一般公開に向けたイニシアチブを支援する方針です。リスクに配慮した土地

利用計画や、国境をまたいだ水源管理、リスク移転プロダクツなどの優れた IDRM ソ

リューションを開発するには、この種の確かな情報が極めて重要です。さらに ADB は、遠

隔測定や地理情報システムといった最新衛星通信技術の災害リスク評価や早期警報システ

ムへの応用を推進していきます。衛星通信技術を活用することで、IDRM 支援の質を大幅

に高められる可能性があります。この種の技術の調達や、強靱性の強化を目的とした ADB

プロジェクトへの採用を支援するため、ADB 職員の専門知識を高める必要があります。

ADB は既にこれに関連した活動に携わっており、「太平洋地域のカタストロフィー・リ

スク評価およびファイナンシング・イニシアチブ」（Pacific Catastrophe Risk Assessment 

and Financing Initiative）では、カタストロフィー・リスクのモデリングを支援しました。

さらに ADB は、こうした技術を活用するために宇宙航空研究開発機構（JAXA）のような

機関と密に協力すると共に、IDRM 活動を支えるため、宇宙や気候、その他科学技術分野

の専門機関との間にパートナーシップを構築していきます。

統合的な災害リスク管理に関する ADB の非公式ネットワーク　ADB は、IDRM に関する

知識と経験を共有し、優れた慣行を特定・紹介し、イノベーションを活用し、DRM を中

核的事業分野に取り入れることを推進する担当部門を拡大するため、非公式の IDRM ネッ

トワークを立ち上げます。このネットワークは、ADB が IDRM に関する知識と経験をより

体系的に活用、紹介および組織化することに役立つと思われます。

ADB は、現在災害後対応を含めた IDRM プロジェクトや関連イニシアチブに携わってい

る ADB 職員に対し、このネットワークへの参加を奨励します。メンバーはネットワーク

活動を通じて IDRM に対する関心と理解を深めます。現在実施中の IDRM 活動の終了後も

メンバーが引き続き IDRM に尽力することを促すと共に、IDRM の機会を特定し、関連活動

を実施して高い成功率を収める能力を強化することが目的です。

このネットワークを立ち上げる理由の 1 つは、DEAP 2004 および DEAP 行動計画 2008 に

定められた通り、災害リスクの高い DMC の駐在員事務所と地域局に災害に関する中心的

機能を担わせようと長年努力してきたにも関わらず、その努力があまり効果をあげていな

いことにあります。中心的機能を果たしている職員を維持しつつ、今後は地域協力・持続

的開発局が技術面から支援を行っていきます。また新たに中心的機能を果たす職員を育て

る試みも続けていきます。このネットワークは、ADB 内の IDRM 能力を強化するメカニズ

ムを提供するだけでなく、より正式な組織の発足を要求する気運を高めるという意味でも

実用的なアプローチと言えます。

実務コミュニティへの統合的な災害リスク管理担当者の配置　IDRM は全 CoP にまたが

る問題であるため、各 CoP における担当者の配置を強化する必要があります。この関与の

詳細は、CoP と協議の上で決定します。担当者の配置強化は、ADB 職員の IDRM に関する

知識と能力を強化するもう 1 つのメカニズムとなる見込みです。

IDRM は、自然災害に対して脆弱であり、IDRM を組み入れることが可能な全ての地域を
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対象とするため、全ての CoP に関係します。しかし ADB の DRM 担当職員は限られている

ため、全 CoP にメンバーを配置することは現実的ではありません。したがって各 CoP の代

表を集め、幅広い観点から強靱性に取り組む、複数の分野にまたがるグループを立ち上げ

るなどの代替策を取る必要があります。災害に対する強靭性は、こうした活動の 1 つの側

面となります。また各 CoP で中心的機能を果たす職員は、非公式の IDRM ネットワークに

加わることも可能です。

また金融セクター開発 CoP における既存の DRF 作業部会についても、活動を活発化させ

る予定です。ADB の幅広い部門からファイナンスの専門知識を持つ職員を集め、2012 年

に設立された同作業部会は、DRF プロダクツの開発と、包括的 DRF 戦略の策定において

DMC を支援することを目的としています。DRF は ADB による IDRM への関与の新しい、革

新的な側面であり、同作業部会は ADB 内部で DRF に重点的に取り組み、協力を行います。

同作業部会は地域局をはじめとする新メンバーの追加を予定しており、四半期ごとに定期

会合を開いてプロジェクトの最新状況を共有すると共に、進捗状況と得られた教訓をレ

ビューし、また ADB の DRF イニシアチブに関する情報保管庫の設立などを通じて情報共

有機能を強化します。

研修・ワークショップ　ADB は職員を対象に、IDRM に関する能力育成ワークショップ

を定期的に開催します。これらのワークショップは参加者間での知識と経験の共有を促す

と同時に、より正式な形式で資料と情報を配する、参加型の催しとなります。このワーク

ショップは、非公式の IDRM ネットワークを設立および強化し、災害対応チームの新デー

タベースに登録された ADB 職員の DRM スキルを強化および維持する上で重要な役割を果

たします。

また ADB は引き続き、業務担当職員を対象に、災害後のニーズ評価（PDNA）手法に関

する研修を定期的に開催します。通常、PDNA は複数の機関と協力して行われるため、こ

の研修も一部の地域（サブ・リージョン）、地域全体または国際社会で活動するパート

ナーと共同で開催する場合があります。ADB 職員にとってこの研修は、非常事態が発生し

た際に再び顔を合わせる可能性がある他機関の担当者と交流する機会となります。

加えて ADB は、引き続き、ADB 職員を対象としたその他のセクター別・テーマ別関連

研修に IDRM の要素を取り入れていきます。このアプローチは 2009 年から採用されてお

り、例えば気候変動ワークショップにも DRM の要素を取り入れてきました。このアプ

ローチはその性質上、IDRM が持つ、複数の分野にまたがるという性格を強調するものと

言えます。また ADB はこうしたアプローチを取ることによって、災害に対する強靭性を

強化する機会と、災害リスクを無視することの危険性について、より多くの職員の意識を

啓発することが可能になります。ADB はさらに、IDRM に関する問題について、定期セミ

ナーや昼食持参型セッションを引き続き開催していきます。

知識教材　ADB は、DRR と災害後対応の両方を含め、IDRM の多くの側面に関する豊富

な実務経験をまとめ、革新的なソリューションや得られた教訓を文書化するため、知識教

材を作成します。この知識教材には、市民社会組織やコミュニティの経験も含め、アジ

ADBは、災害リス
クの低減、災害後
支 援、 災 害 リ ス
ク・ファイナンス
という3つの投資
領域に焦点を当て
る
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ア・太平洋地域内外から得られた ADB 以外の経験も取り入れます。これらの教材は ADB

内部だけでなく、各国政府やその他の DRM ステークホルダーとも共有し、学習や優れた

慣行を支援すると同時に、この分野における ADB の豊富な専門知識を提供する役割を果

たします。知識教材には、気候変動への配慮を IDRM プロジェクトに取り入れること、ま

たは IDRM への配慮を気候変動プロジェクトに取り入れることに関するガイダンスが盛り

込まれます。

3．災害と気候変動に対する強靭性への投資

ADB は、災害と気候変動に対する強靭性強化プロジェクトへの継続的な投資を通じ、

IDRM アプローチの 3 つの要件に沿った前進を支援します。具体的には、DRR、災害後支

援、DRF という 3 つの投資領域に焦点を当てます。災害後支援要請は個々の災害事象のタ

イミングと深刻さに応じ、年によって大きく変動するため、『IDRM 業務計画』では DRM

投資の年間目標を定めていません。

災害リスクの低減　ADB は DRM 能力の強化と業務プロセスの中で IDRM の組織化を進め

ることにより、引き続き局地的地域、全国、一部の地域（サブ・リージョン）および地域

全体の災害・気候変動リスク低減イニシアチブに投資していきます。ADB は構造的、非構

造的、および単独型、埋込型の行動を全て支援します。これには、コスト効率の高い強靱

性強化手法を土木設計に取り入れることや、ADB による災害後支援の一環として、災害に

対する強靭性を高める措置を講じることが含まれます。そうすることにより、ADB は『環

境業務指令 2013 − 2020』に従って脆弱性の根本原因を探り、またプロジェクトの範囲内

で対処可能であれば、かかる原因への対応に努めます。この重点的取り組みは、『水業務

計画 2011 − 2020』（Water Operational Plan 2011-2020）23 が推奨する、災害やコミュニティ

の社会的、経済的、環境的ニーズ、および脆弱性に対するより包括的な DRM アプローチ

を補完するものです。

ADB は試験プロジェクトの実施を通じたイノベーションを含め、IDRM に関するイノ

ベーションを特に重視します。ADB は「悔いを残さない」戦略とアプローチを推奨し、そ

の時点における経済的・社会的・環境的費用と利益、および災害リスクのレベルと形式か

ら見て妥当であるだけでなく、将来の災害に対する強靭性をも強化する IDRM 手法を追求

します。この場合、将来の災害事象の発生頻度または規模が明らかになっている必要はあ

りません。また ADB は、他の開発投資によって新たなリスクを生み出すことを回避する

よう努めます。

ADB は、「災害前より良い状態に戻す」手本を示すことなどにより、DMC に対し、災害

事象によって生じた機会を捉えて強靱性を強化するよう促します。また ADB は国際復興

支援プラットフォーム 24 への関与を通じ、復興計画を事前に作成し、適用する手法の開発

23 『水業務計画 2011 − 2020』（Water Operational Plan 2011-2020）（ADB、2011 年、マニラ）。
24 国際復興支援プラットフォーム（IRP）は国連国際防災戦略システムのテーマ別プラットフォームであり、災害後

の復興における隙間と制約を特定し、災害復興用ツール、リソース、能力開発の土台となることを目的としてい
ます。ADB は 2008 年から IRP に関わっており、2012 年以降は IRP 運営委員会にも名を連ねています。
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を支援します。各国政府は、これらのツールを使用することで、復旧結果を改善する戦略

を開発することができるほか、災害が発生した場合、その機会を捉えてインフラと技術を

更新し、より高度な成長を推進することも可能になります。

災害後支援　ADB は引き続き、政府主導による対応の迅速化とコスト効率の改善を後押

しし、リソースの再配分の必要性を低下させ、女性や女児の短期的・長期的なニーズに対

応するための特別な手法をも取り入れながら、災害後支援の質と範囲を高める方法を探っ

ていきます。災害による損害が拡大傾向にあることを反映し、中期的には、災害後支援は

引き続き ADB の重要な業務領域となることが予想されます。しかしいずれかの年に行わ

れる実際の支援水準は、個々の自然災害事象のタイミング、規模、発生場所に左右される

ことになります。

「緊急支援融資に関する職員向け指示書」（Staff Instructions on Emergency Assistance 

Loans）は、関連手続きを明瞭化することで、緊急支援融資（EAL）のより迅速な提供を

支援する内容となっています。最近フィリピンを襲った台風ヨランダへの対応では、わず

か 4 週間以内に EAL を承認し、「一つの ADB」（One ADB）アプローチがいかに目覚ましい

成果をあげうるかを証明しました。このアプローチは将来の EAL 手続きにも適用される予

定です。ADB は今後も政府主導による災害後の損害・損失評価に参加することで、ADB に

よる支援の内容と水準をより幅広い対応プログラムと整合させる機会を強化すると共に、

優先順位の高い再建ニーズに対応していきます。EAL を含めた災害後支援準備や損害・損

失評価の経験を持つ ADB 職員を登録した災害対応チーム・データベースを作成し、災害

が発生した場合、そのデータベースを基に速やかに「一つの ADB」災害後対応チームを結

成します。また関連スキルの評価を行い、求められるセクターの専門家が足りているかど

うかを確認します。PDNA 能力を含め、災害対応スキルを維持するための研修を実施しま

す。

ADB は災害対応用リソースへのアクセスを改善するため、少なくとも 2016 年までアジ

ア開発基金災害対応ファシリティ（ADF-DRF）の試験導入を継続します。ADF-DRF は災害

発生時の ADB 融資へのアクセス増加に対応し、プログラムを再調整する必要性を減らす

ため、ADF 第 11 期（2013 年～ 2016 年）に導入されました 25。また、アジア太平洋災害対

応基金（APDRF）は最初の 4,000 万ドルを提供済みであり、その成果をレビューした上で、

今後の財源補充の選択肢を検討する方針です 26。APDRF は災害発生のほぼ直後に流動性を

供給することで各国政府による緊急の人命救助対応ニーズを支援するものであり、支給を

行った各国政府から高く評価されています。

災害リスク・ファイナンスプロダクツ　ADB は引き続き DRF プロダクツおよび世帯、企

業、各国政府向けのより幅広い DRF 戦略の開発を支援し、公的・民間部門による残余災害

25 ADF-DRF には、ADF プールからの実績連動割当額（PBA）3% が含まれています。自然災害が発生した場合、ADF
のみの国は、災害対応資金として災害対応ファシリティから年間 PBA の最高 100% を受け取ることができ、残り
の PBA からその他業務への割当額に影響を及ぼすことはありません。ADF-DRF が適用される国は、災害が発生し
た場合、災害対応ファシリティから最高 3% の年間 PBA を受け取ることができます。

26 APDRF は当初、アジア津波基金の未引き出しのリソースの中から 4,000 万ドルを移転して設立されました。2013
年 12 月 31 日現在、アジア津波基金の未引き出しのリソースは 450 万ドルとなっています。
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リスクの財政面からの管理を強化します。多くの DMC では需要と供給両面の制約が DRF

浸透の妨げとなっており、それを克服するには、DMC の DRF 能力改善に向けた支援を行

う必要があります。金融セクターは、ADB が相対的に強みをもつセクターであり、DRF は

ADB が関与する分野として理に適っているだけでなく、より幅広い DRM 分野の中でも他

機関による支援が特に手薄な分野でもあります。また、DRF はリソースを有効活用する機

会でもあります。

この支援は、（i）災害発生後に追加の流動性を注入することで ADB の災害後支援プロダ

クツを補い、迅速な復興・再建活動を支援すること、（ii）様々な選択肢に伴う機会費用と、

必要な財政支援の規模と資金提供のスピードに関する考慮事項を反映しながら適切な組み

合わせの DRF プロダクツを開発すること、（iii）官民の復興・再建費用を時間的に分散す

ること、（iv）リスクに基づいたプレミアムの設定や類似のメカニズムによって DRR への

投資を促すこと、（v）リスクを回避するのではなく、収入が拡大するような生計手段の選

択を奨励すること、を目的として設計されます。アジア・太平洋地域以外の顕著な例とし

てメキシコの例を挙げると、政府は災害後、全国または地域のインフラを迅速に復旧させ

るための包括的な DRF メカニズムの構築に成功し、災害後の効率的な支援を支えると共

に、DRR への更なる投資を誘致することにも成功しています。

ADB は知識教材の開発といくつかの技術支援プロジェクトの実施を通じ、DRF 業務の基

礎を築きました。これには、中産階級と中規模企業の資産所有者向け保険を提供する半官

半民の地震保険会社をフィリピンに設立したことや、インドネシア、フィリピン、ベトナ

ムで都市レベルの DRF オプションを開発し、関連する金融リテラシーを育成したこと、そ

してバングラデシュで官民の DRF 能力を育成したことが含まれます。また ADB はバング

ラデシュ、カンボジア、ベトナムにおいて、指数に基づいたいくつかの農作物保険の試験

スキームを支援しています。

ADB は、商業的に実現可能なプロダクツを規模を拡大して開発するため、民間部門と密

に協力しつつ、引き続き革新的な DRF ソリューションの開発を支援していきます。しかし

個々のソリューションへの支援を大きなロードマップの一部として位置づけるアプローチ

文書を作成し、これまで段階的なアプローチを取ってきたことは、理に適っていると言え

るでしょう。このロードマップは、目標と目的を明確に特定すると同時に、支払い能力の

ある安定したリスク移転市場の規模拡大とより広い範囲でのリスク移転市場設立を後押し

し、世界的なリスク市場への効率的なアクセスを支援するその他の行動と個々のイニシア

チブを結びつけることで、目標と目的の達成に向けた幅広い道のりを提示するものとなり

ます。こうした行動としては、他にも DMC における DRF のための制度的な仕組みや、法

規制の枠組みを強化する措置が挙げられます。中所得 DMC と低所得 DMC では市場ベース

のソリューションを利用できる可能性が比較的高いため、これらの国々に注意を払う必要

があります。さらに ADB は、DRF の選択肢を分析するツールキットの開発を支援すること

で、DRF の選択肢の選択と組み合わせを一段と合理化し、各世帯や企業、政府の災害リス

クを相殺するプロダクツの最適な組み合わせを決定することを後押しします。

ADBは自身と開発パートナーが得たDRF作業についての経験や教訓を文書化し、それを基

に、この比較的新しい業務領域における作業プログラムの戦略的な開発を続けていきます。
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4．ステークホルダーの関与

IDRM を成功させるには、幅広いセクターと分野、地震断層線または河系を共有するな

ど共通の災害リスクに直面している複数の国、そして国際貿易とサプライ・チェーンを通

じて結びついている複数の国にまたがった、官民の幅広いステークホルダー間の協調と協

力が不可欠です。ADB はパートナーシップを開発し、民間部門による IDRM への関与を推

進することで、協調と協力の強化を支援します。またこれらのチャンネルを通じ、官民の

リソースを IDRM のために動員するよう努力します。

パートナーシップ　『ストラテジー 2020』は、パートナーシップが DRM 分野で果たす

役割を特に重視しています。ADB は引き続き、IDRM に携わっている主要な地域および国

際機関、一部の地域（サブ・リージョン）および地域全体の組合および組織、国の中央政

府機関および国内一部地域の政府機関、市民社会組織、および二国間援助機関との関係を

構築していきます。中でも ADB は、（i）地域および一部の地域（サブ・リージョン）の組

織（ADB がそれを通じて IDRM に対する政府の理解と尽力を高めることができるもの。

ADB が事務局の支援を行っているサブ・リージョン組織を含む）、（ii）（例えば政府や、ネ

パール・リスク低減コンソーシアム（Nepal Risk Reduction Consortium）27 に基づく多国間

援助コンソーシアムを通じた）国家的パートナーシップ、および（iii）ADB 自身の専門領

域を補完および活用することができるような、特定の技術に関心を持つ機関および組織

（例：上述の宇宙や気候、その他科学技術分野の専門機関）、に重点を置きます。また、

ADB は、国際復興支援プラットフォーム、災害低減に向けた国際戦略のアジア・パート

ナーシップ（International Strategy for Disaster Reduction Asia Partnership）およびアジ

ア・太平洋水フォーラム（Asia-Pacific Water Forum）などの世界規模、地域規模の様々な

災害関連プラットフォームに引き続き積極的に携わっていく方針です。

ADB はさらに、各 IDRM プロジェクトを設計・実施する際の政府機関への関与を通じ、

DMC の中央政府および国内一部地域の政府との相互的パートナーシップを強化します。

ADB はこうしたパートナーシップを通じて政府による IDRM への長期的な尽力を促し、

ADB による IDRM 投資の効果を持続させることを目標とすると共に、その後の政府支援に

よる IDRM の反復や、IDRM 全般に対する政府の関心を高めることによって ADB の投資が

活用されることを目指しています。

ADB は、DRF 作業のポートフォリオ開発を支援するため、この比較的新しいテーマに携

わっている他の開発パートナーと協力していきます。関連する活動としては、災害による

財政的リスクを評価・管理するための標準的手法とツールの共同開発・導入といった、能

力育成イニシアチブの共同実施が挙げられます。

統合的な災害リスク管理に対する民間部門の関与　ADB は、革新的な IDRM ソリュー

27 ネパール・リスク低減コンソーシアムとは、災害に対するネパールの脆弱性を低減させるため、人道支援パート
ナーと開発パートナーがネパール政府とパートナーシップを結んだ団体です。ADB は同コンソーシアムの設立メ
ンバーの 1 つであり、病院や学校の安全性に焦点を当てた、5 つの旗艦プロジェクトの 1 つを共同主催しています。
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ションに対する民間部門の関与拡大を促し、災害に対する民間部門の強靭性を高めること

を支援します。DRM の資金不足を補い、災害後の救助および復興・再建にかかる費用を

広く分担し、民間部門が建設する全てのインフラを災害に対して強靭なものとするために

は、民間部門による IDRM への関与を拡大することが極めて重要です。今後数十年間、地

域ではインフラ投資および金融機関に対する膨大なニーズが見込まれ、かつこのニーズは

拡大する一方と見られますが、民間部門はこうしたニーズを満たす上で重要な役割を担う

ことになり、民間部門の関与がなければ、災害に対する強靭性の強化というビジョンは実

現不可能です。

この活動は、『官民連携（PPP）業務計画 2012 − 2020』（Public-private Partnership Oper

ational Plan 2012-2020）28 に沿って行います。ADB は、規制改正の支援など、IDRM に関す

る全体的な官民連携（PPP）環境の整備を支援します。例えば災害後の住宅再建支援や被

災した企業への融資を行う金融機関に対し、ADB は保証と融資を提供します。ADB は現在

進行中のいくつかの予備作業を続け、DRF プロダクツの開発を後押しします。一例を挙げ

ると、ADB は既に技術支援を通じて都市レベルの DRF ソリューションの特定と設計を支援

しており、必然的に次の段階では、災害リスクの高い都市による DRF ソリューションの導

入を支援するプロダクツを開発することになります。災害に対するインフラの強靭性を高

めるための技術革新や、収入増を通じて間接的に災害リスクの低減をもたらす投資といっ

た DRM のその他の側面についても、民間部門の関与を拡大する機会を見いだせる可能性

があります。農業分野に関して言えば、例えばたびたび干ばつに見舞われる地域に、灌漑

システムや水耕栽培システムを販売することが考えられます。国営企業がインフラ・サー

ビスの大部分を提供している太平洋地域では、そうした国営企業に対し、より積極的に強

靱性の強化に携わるよう求めていきます。

財源の活用　ADB は、保証や協調融資、リスク移転の取り決め（例：保険、再保険、ア

ンファンデッド・リスク・パーティシペーション）などの商業的共同融資プロダクツを利

用することにより、また既存の IDRM 向けファイナンシング・パートナーシップ・ファシ

リティを拡大することで、IDRMのために官民の更なるリソースを動員するよう努力します。

ファイナンシング・パートナーシップ・ファシリティは複数のパートナー間の長期にわ

たる戦略的協力の業務メカニズムを定めたものであり、明確に定義された目的のために、

様々な形式の支援を、調和の取れた方法で組み合わせて行います。ADB は、『ファイナン

ス ++』アプローチに従い、パートナーシップを通じて調達した資金を ADB 自身の資金お

よびナレッジ・ソリューションと組み合わせることで、業務の効果を高めます。

今ある IDRM ファイナンシング・パートナーシップは、統合的な災害リスク管理基金（In

tegrated Disaster Risk Management Fund）を通じてカナダ政府の支援を受けています 29。

同基金は 2013 年に設立され、2013 年から 2017 年までの間、東南アジアの DMC7 カ国で

行われる DRR プロジェクトおよび DRF プロジェクトに 1,000 万カナダ・ドル（950 万ドル）

を提供します。同基金は、IDRM アプローチの 3 つの要件を満たし、特に地域的ソリュー

28 『官民連携（PPP）業務計画 2012 − 2020』（Public-private Partnership Operational Plan 2012-2020）（ADB、2012 年、
マニラ）

29 統合的な災害リスク管理基金（Integrated Disaster Risk Management Fund）（ADB、2013 年、マニラ）
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ションを重視する複数の活動間のシナジー開発を支援します。国境をまたいだアイデアの

共有と、共通の IDRM 課題に対処するイニシアチブの開発を支援することがその目的です。

ADB は、DRM に対する拠出国の関心が高まっていることを活用し、より多くの IDRM 向け

信託資金を呼び込みたいと考えています。さらに ADB は、水ファイナンシング・パート

ナーシップ・ファシリティ（Water Financing Partnership Facility）や都市の気候変動に対

する強靭性強化信託基金（Urban Climate Change Resilience Trust Fund）といったその他

の信託の取り決めを通じ、引き続き IDRM を支援していきます 30。

D．他の開発課題との重複

『IDRM 業務計画』は、災害に対する強靭性と貧困削減をそれぞれ支援する行動の間に

は、大きなシナジーが存在することを認識しています。貧困と自然災害に対する脆弱性は

密接に結びついており、相乗的な関係にあります。災害は困難と困窮の源であり、貧困に

近い状態の人々が災害に見舞われれば、一時的に国際的な貧困基準を下回る生活水準に陥

り、より長期的な慢性的貧困につながる可能性があります。また貧しい人々は自然災害に

対して最も脆弱な状況に置かれています。一例を挙げると、貧しい人々は、災害に遭いや

すい地域の中の、安全基準を満たしていない建物に住んでいたり、土地の所有権が曖昧で

あるためにリスクを管理しようという動機が低かったり、例えば農業や都市での非正規職

といった脆弱な生計手段に依存していたりするケースが多く見られます。比較的災害に強

いという理由で収穫量の少ない従来の農作物を選択するなど、リスクを回避するような生

計手段を意図的に選ぶことで、一段と貧困が悪化するおそれもあります。

貧困削減のための試みと、強靭性を強化するための試みは、慎重に設計すれば互いに補

完することができます。そのため ADB は、IDRM 支援の中で貧しい人々と貧困に近い状態

の人々のニーズに特に注意を払うと共に、『社会保障業務計画 2014 − 2020』（Social Protec

tion Operational Plan 2014-2020）31 で意図されている行動に従い、社会保障が DRM と気候

変動への適応に果たす役割を強化し、貧しい人々のための災害保険プロダクツの開発を奨

励します。より戦略的なレベルでは、各国チームは、災害・気候変動リスクに関する CPS

のスクリーニング・フレームワークを用いることで、災害リスクが貧しい人々に及ぼす影

響を探り、災害に対する強靭性の強化を CPS に取り入れるよう支援することが可能になり

ます。

災害に対する強靭性を強化する行動と、ジェンダーの平等、食料と水の安全性および都

市の強靱性を高め、脆弱・紛争影響国の特別なニーズに対処する行動の間には、それ以外

にも重複した部分があります。ADB は IDRM アプローチを実施する上で、以下のシナジー

の実現を目指します。 

30 「水ファイナンシング・パートナーシップ・ファシリティ」（Water Financing Partnership Facility）は、オースト
ラリア、オーストリア、オランダ、ノルウェー、スペイン、スイスの支援を受けています。都市の気候変動に対
する強靭性強化信託基金（Urban Climate Change Resilience Trust Fund）は英国とロックフェラー財団の支援を
受けています。

31 『社会保障業務計画 2014 − 2020』（Social Protection Operational Plan 2014-2020）（ADB、2013 年、マニラ）
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・ ADB は、『ジェンダーの平等・女性のエンパワーメント業務計画 2013 − 2020：アジア・

太平洋地域における課題の進展』（Gender Equality and Women’s Empowerment Opera

tional Plan, 2013-2020: Moving the Agenda Forward in Asia and the Pacific）32 に従って、

ジェンダーに関する配慮を災害対応に取り入れることに綿密な注意を払います。DRR 支

援を設計する際や、IDRM に関する知識教材および能力育成イニシアチブでは、ジェン

ダーによる脆弱性の差違や女性独自の優先順位をも考慮します。こうした全ての活動で

は、女性を、受動的な被害者としてではなく、災害に対する強靭性を高める変革の媒介

者（チェンジ・エージェント）として認識します。

・ ADB は、『農業および天然資源セクターに関する業務計画：アジア・太平洋地域におけ

る食の安全性の推進 2014 − 2020』（Operational Plan for the Agriculture and Natural Res

ources Sector: Promoting Food Security in Asia and the Pacific in 2014-2020） に従い、

自然災害が食の安全性に及ぼす影響に対処するイニシアチブを支援します。

・ ADB は、『水業務計画 2011 − 2020』（Water Operational Plan 2011-2020）に従い、水の

安全性を高めるための総合的な水源管理投資の一環として、引き続き水関連の DRM 行

動を支援します。

・ ADB は、『都市業務計画 2012 − 2020』（Urban Operational Plan 2012-2020）33 に従い、ま

た都市が拡大している地域の多くが災害に遭いやすい地域であるという事実を認識した

上で、都市の強靱性を高めるためのより幅広い試みの一環として、引き続き災害リスク

に対する強靱性の強化を支援します。

・ ADB は、脆弱・紛争影響国の IDRM ニーズがそれぞれ異なり、かつ多くの場合、以前よ

りも悪化していることに綿密な注意を払い、「脆弱・紛争影響国における ADB の効率性

改善に向けた業務計画」（Operational Plan for Enhancing ADB’s Effectiveness in Fragile 

and Conflict-Affected Situations）を通じた支援により、より広い範囲での復興に貢献し

ます。

32 『ジェンダーの平等・女性のエンパワーメント業務計画 2013 − 2020：アジア・太平洋地域における課題の進展』
（Gender Equality and Women’s Empowerment Operational Plan, 2013-2020: Moving the Agenda Forward in Asia 

and the Pacific）（ADB、2013 年、マニラ）
33 『都市業務計画 2012 − 2020』（Urban Operational Plan 2012-2020）（ADB、2012 年、マニラ）
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主な責任の割当　『IDRM業務計画』の実施期間は 2014年～ 2020年に設定されています。

実施に関する責任は主として業務局および地域協力・持続的開発局（RSDD）にあります

が、適切であればその他の支援局も一部の責任を負います。業務局は、高リスク国のCPS

や、高リスク地域における災害リスクに配慮した融資、無償資金（グラント）、技術支援

業務の設計、実施、モニタリングに IDRMを取り入れることも含め、業務に関して主たる

責任を負います。RSDD は、IDRMの中心的な調整役としてこれまで通りの役割を担いま

す。方針の一貫性が保たれ、監督と報告が行われていることを確認するほか、ADB全体の

『IDRM業務計画』の実施状況をモニタリングし、災害後の復興を含め、業務のための技術

的ガイダンスと支援を提供し、革新的な IDRM試験プロジェクトを実行します。またRSDD

は、スクリーニング・ツールとガイダンス資料の開発、より幅広いIDRM能力の育成、業

務マニュアルの災害・緊急支援セクションのレビュー、IDRMネットワークの構築と運営、

他の機関とのパートナーシップの構築、IDRMのための官民のリソースの動員、IDRMに関

するPPPの推進、知識教材とサービスの開発において、主導的な役割を果たします。

スキル・ミックスとリソースに関する事柄　『IDRM業務計画』は、RSDDの既存のIDRM

スキル・ミックスと人材の範囲内で実施することが可能です。しかしDRM担当のポストを

追加した場合、『IDRM業務計画』の成果をより意義深く、幅広いものにすることができる

と思われます。ADBは、外部スタッフも含め、DRMの専門家を増員する機会を模索します。

地域局に DRM スペシャリストのポストを加えることは想定していません。しかし

『IDRM 業務計画』の実施期間を通じ、既存の業務局職員の IDRM に関するスキルセットと

能力を強化することで、セクター別・テーマ別の各自の専門性を活かして DRM に従事す

ることが可能となります。ミッションのリーダーが IDRM に関する確かな知識と能力を有

していることは、業務計画を成功に導く上で特に重要な役割を果たします。IDRM 担当職

員の能力育成ワークショップや PDNA 研修、そして ADB のその他の研修に DRM の要素を

盛り込むことも含め、職員の研修と能力育成には予算が必要です。非公式の IDRM ネット

ワークもスキルセットと能力を強化することに役立つと見られ、既存の RSDD 職員の能力

を活かしながら運営していく方針です。

財源確保が難しいことを踏まえ、『IDRM 業務計画』は予算にあまり影響を与えないよう

設計されています。『IDRM 業務計画』では、災害リスク問題を ADB のその他の投資に取

り入れることを非常に重視しています。そうすることで、その後災害事象に見舞われた場

合でも、往々にして追加費用の発生を抑え、高い利益をあげることが可能となります。埋

込型 IDRM と単独型 IDRM の費用は、プロジェクトの準備にかかる技術支援、融資、無償

資金（グラント）も含め、引き続き ADB の中核資金から支出し、また官民連携を通じて

調達した資金も活用します。水の安全性や気候変動への適応、都市開発、ガバナンス、貧

III. 実施計画
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困削減、地域の経済統合といった ADB のその他のテーマ別基金についても、災害に対す

る強靭性強化のために積極的に活用する機会を探っていきます。

業務用のリソースは、災害・気候変動リスク・プロジェクトのスクリーニング・ツール

や、CPS 向け災害・気候変動リスクのスクリーニング資料の開発にかかる技術支援用リ

ソースの中から動員します。2015 年以降、プロジェクトのスクリーニング・ツールを

ADB の業務プロセスに取り入れるには、追加のリソースが必要となります。能力育成にか

かる費用は、ADB の既存の知識共有用リソースを通じて調達します。2013 年 11 月に開催

された第 1 回職員能力育成ワークショップの費用については、既にセクター別・テーマ別

スキル開発予算の中から割り当てることが知識共有・サービスセンター（Knowledge Sha

ring and Services Center）によって決定されています。APDRF に基づく 1 回目の資金提供

のレビュー次第では、財源の補充が必要になる可能性があります。
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『IDRM 業務計画』では、ADB では初めて成果を評価するフレームワークを DRM に導入

します。このフレームワークでは、基準値と目標を含めた業績指標を提示します（付録

1）。これらの指標は、適切であれば ADB の成果フレームワーク（corporate results frame

work）の一部の指標を利用し、IDRM に焦点を当てるために改変したものです。RSDD が

中心となって年次データの照合を行い、IDRM 成果評価フレームワークに照らして進捗状

況を測定します。そのため、RSDD は照合に用いる DRM 業務データベースを引き続き維持

管理します。また RSDD から要請があれば、業務局はデータを提供します。

CPS 向け災害・気候変動リスク・スクリーニングのガイダンス資料が完成したら、災害

リスクが高い国の CPS のうち、作成段階で災害リスク診断を取り入れているものの割合、

災害リスクが高い国の CPS のうち、災害が CPS の戦略的優先順位にもたらすリスクの分析

を取り入れているものの割合、および高リスク国でのプロジェクトのうち、災害に対する

強靭性対策が埋め込まれているか、または災害リスクに直接対応するものの割合について

の指標を新たに成果評価フレームワークに追加します。

『IDRM 業務計画』の実施の進捗状況を詳細に記載した年間成果報告書を作成します。成

果報告書は成果評価フレームワークに基づいて作成し、適切であれば、ジェンダー関連の

活動成果などその他の情報も盛り込みます。成果報告書には、実施の進捗状況の評価、そ

れまでの主要な成果、および新たな機会を含めた今後の見通しを記載するほか、是正措置

や、目指す成果、アウトプット、および業績指標目標の調整（該当する場合）についての

推奨事項を記載します。成果報告書は RSDD が作成した後、局長と RSDD が是認し、ナ

レッジ・マネジメント・持続的開発担当副総裁による承認を経て経営陣に提出され、職員

向け指示書に従い、関係する部局にもその写しを提出します。最初の成果報告書は 2015

年第 1 四半期に作成され、その後は 12 カ月ごとに年間成果報告書が作成される予定です。

IV. モニタリングと報告
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付録 1
『IDRM業務計画』の成果評価フレームワーク

統合的な災害リスク管理 2014 − 2020 

指標 基準値 2020 年目標 1

I．アジア・太平洋地域における DRM の進捗状況

以下を理由とする死亡者数 2 
　・気候に関係する災害 
　・地質に関する災害

19,300
16,000

モニター
モニター

政府支出総額に対する災害損害の割合 3 1.4% モニター

II．DRM の成果に対する ADB の貢献

完了したセクター別業務の質 4 

完了した単独型 DRR 融資および助成金 5 
　・「良」または「優」と評価
　・「持続可能性が高い」と評価

100%
67%

80% 以上
80% 

完了した単独型 DRF 融資および助成金 6 
　・「良」または「優」と評価
　・「持続可能性が高い」と評価

─
─

80% 以上
80% 

完了した埋込型 DRR 融資および助成金
　・「良」または「優」と評価
　・「持続可能性が高い」と評価 

85%
73%

80% 以上
80%

完了した災害後の初期復興・再建融資および助成金 
　・「良」または「優」と評価
　・「持続可能性が高い」と評価 
　・ジェンダーの平等について意図した成果が見られた

89%
83%
88%

80% 以上
80% 以上
70% 以上

完了した単独型 DRM TA プロジェクト
　・「良」または「優」と評価 82% 80% 以上

成果 7

災害後の初期復興・再建業務の受益者
　・女性と女児の割合

未定
未定

モニター
モニター

アウトプット 8

埋込型 DRR を伴う道路の新設または改良 17% 増加

灌漑、排水および／または洪水管理を通じた土地改良 43,215 ヘクタール モニター

次ページに続く
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表（続き）

指標 基準値 2020 年目標 1

III．ADB による DRM プログラムの運営管理

プログラム開始時 9 と実施中の質 10

過去 10 年以内に災害後支援を受けた DMC のうち、CPS に災
害リスクを取り入れたものの割合 11

89% 100%

開始時に「可」と評価された単独型 DRR 融資および助成金 100% 90% 以上

開始時に「可」と評価された単独型災害後の初期復興・再建
融資および助成金

100% 90% 以上

緊急支援融資の手続きにかかった平均日数 186 日 12 12 週間 13

実施中に「可」と評価された単独型 DRR 融資および助成金 100% 85% 以上

実施中に「可」と評価された埋込型 DRR 融資および助成金 96% 85% 以上

実施中に「可」と評価された災害後の初期復興・再建融資お
よび助成金

93% 85% 以上

戦略的重点項目
業務計画の方向性に従って提案された／実施を予定している ADB 業務の割合 14

「災害前より良い状態に戻す」ことを目的とした災害後の初
期復興・再建業務 15

69% 80% 

気候変動への適応を目的とした融資および助成金全体のう
ち、極端な気候事象のリスクに対応する融資および助成金が
占める割合 16

73% モニター

気候変動への適応を目的とした TA 全体のうち、極端な気候
事象のリスクに対応する TA が占める割合 16

67% モニター

アプローチと形態

承認された TA プロジェクト全体のうち、IDRM に焦点を当て
た単独型 TA および埋込型 TA が占める割合 17

12% モニター

承認された DRF 融資、助成金および TA の件数 18 2 増加

IV．ADB による DRM プログラムの運営管理

人的資源
　・2014 年までに IDRM に関心がある ADB 職員の非公式ネットワークを設立
　・2014 年までに金融セクター開発実務コミュニティの作業部会の能力と役割を強化
　・ 統合的な災害リスク管理のための業務計画 2014 − 2020（『IDRM 業務計画』）の実施期間を通

じ、IDRM に関する職員の研修と能力育成を継続的に実施

人的資源
　・職員の研修と能力育成に 52 万 5,000 ドル（7 万 5,000 ドル × 7 年間）19 
　・ 業務プロセスの一環として、2015 年からの災害・気候変動リスク・プロジェクトのスクリー

ニング実行に 10 万 5,000 ドル（500 ドル × 35 プロジェクト × 6 年間）20

次ページに続く
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指標 基準値 2020 年目標 1

業務プロセスおよび業務慣行
　・2015 年までに災害・気候変動リスク・プロジェクトのスクリーニング・ツールの運用を開始
　・2015 年までに CPS ガイダンス資料の運用を開始
　・2015年までに『IDRM業務計画』を立ち上げ、ADBのセミナーとワークショップを通じて配布
　・ 2015 年までに災害・気候変動リスク・プロジェクトのスクリーニング・ツールおよび CPS 向

け災害・気候変動リスクに関するガイダンス資料の開発資金（約 50 万ドル）を TA のリソー
スの中から動員

　・ 2015 年 ま で に「 災 害・ 緊 急 支 援 業 務 マ ニ ュ ア ル 」（Disaster and Emergency Assistance 
Operations Manual）の見直しを完了

ADB ＝アジア開発銀行、CPS ＝国別支援戦略、DMC ＝開発途上加盟国、DRF ＝災害リスク・ファイナンス、DRM ＝災害リス
ク管理、DRR ＝災害リスクの低減、IDRM ＝統合的な災害リスク管理、TA ＝技術支援

注記：
1  一部の基準値は特に高い成果をあげたプロジェクトに基づいており、その場合、ADB のより幅広い目標に応じて、最低

目標を引き下げています。
2  アジア・太平洋地域における 1973 年～ 2012 年までの 40 年間の平均（100 の位で四捨五入）。
3 DMC 中央政府の支出に基づいた、DMC 国内における 2003 年～ 2012 年までの 10 年間の平均。
4  基準値は 2009 年～ 2012 年に完了したプロジェクトを反映しています。
5  2009 年～ 2012 年に完了した単独型 DRR 融資および助成金は 5 件しかなく、うち 3 件について評価が行われています。
6  完了した DRF 融資または助成金はまだありませんが、DRF は『IDRM 業務計画』の実施期間中を通じて業務領域としての

重要性がますます高まっていくと見られ、そのため業績フレームワークに関連指標を取り入れています。
7  現在、国ごとの受益者数情報の収集は行っていません。このデータは、性別を区別していない数値も含め、進行中のプ

ロジェクトについてはプロジェクト完成報告書で、また新規融資、助成金および TA に関してはプロジェクト・ペーパー
で収集します。関連する数値が利用可能になった時点で 2014 年の基準を設定します。

8  基準値は 2012 年に完了したプロジェクトを反映しています。
9  プロジェクト開始時の質に関する基準値は、2010 年～ 2011 年に承認され、CPS およびプロジェクトの開始時の評価に用

いられたプロジェクトのサンプル 60 件のうち、関連するプロジェクトを反映しています。このサンプルには単独型
DRR1 件、災害後の初期復興・再建プロジェクト 2 件のみが含まれます。

10 プロジェクトの基準値は、2012 年 12 月 31 日現在で実施中のプロジェクトを反映しています。
11  取り入れられているかどうかの評価基準は現在開発中です。評価基準が完成した後、それに合わせて基準値の見直しを

行います。
12 基準値は 2009 年～ 2012 年に承認された自然災害への緊急支援融資のみを反映しています。
13 業務マニュアル D7「災害・緊急支援」には、手続きに要する期間を最大で 12 週間とすることが記載されています。
14  設計時に災害リスクをどこまで考慮すべきかは個々の融資、助成金および TA の性質によって異なるため、災害リスクを

考慮したプロジェクトの割合に関する指標目標を「モニター」としています。
15 基準値は 2009 年～ 2012 年に承認されたプロジェクトを反映しています。
16 基準値は 2011 年～ 2012 年に承認されたプロジェクトを反映しています。
17 基準値は 2012 年に承認されたプロジェクトを反映しています。
18  基準値は 2010 年～ 2012 年までの 3 年間の移動平均に基づいています。目標値も 3 年間の移動平均で測定します。
19  職員研修および能力育成の必要予算 52 万 5,000 ドルは、地域協力・持続的開発局の知識共有・サービスセンターが管理

する、セクター別・テーマ別研修に割り当てられた現状の予算の中から賄います。
20  災害・気候変動リスク・プロジェクトのスクリーニング・ツールが完成するまでは予算は不要です。災害・気候変動リ

スク・プロジェクトのスクリーニング・ツールの適用にかかる費用は業務局が負担します。

出典：データは、総裁からの報告および推奨事項、プロジェクト完成報告書、ジェンダー・データベース、融資、技術支援、
助成金リストおよび出資承認データベース、業務サービス・財務管理局（Operations Services and Financial Management 
Department）、戦略・政策局、および EM-DAT：OFDA/CRED 国際災害データベース（EM-DAT: The OFDA/CRED International 
Disaster Database）（www.emdat.be）（ルーヴァン・カトリック大学、ブリュッセル）を基にしています。
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統合的な災害リスク管理のための業務計画2014−2020

　統合的な災害リスク管理のための業務計画2014−2020は、開発途上加盟国における、災害に対す
る強靭性を高めることを目的としています。このため本業務計画は、（i）ADB業務の中で統合的な災
害リスク管理アプローチを推進すること、（ii）統合的な災害リスク管理に関する開発途上加盟国の能
力、知識、リソースを強化すること、および（iii）統合的な災害リスク管理のために官民連携とリソ
ースを動員することを3つの主要目的として掲げています。
　本業務計画は、気候変動が及ぼしうる影響を考慮しながら短期的・長期的な災害リスクを低減する
ことの重要性を認識しています。また十分な災害リスク・ファイナンスの取り決めなどを通じ、早急
に残余災害リスクの管理能力を高める必要があることにも焦点を当てています。本業務計画は、統合
的な災害リスク管理の組織化や、能力と知識の強化、災害に対する強靭性への投資、そしてステーク
ホルダーの関与に重点を置きながら、こうしたニーズに対応するための複数の分野にまたがる一連の
行動について述べています。

アジア開発銀行について

　ADBは貧困のないアジア・太平洋地域の実現を目指しています。ADBは、開発途上加盟国による
貧困の削減と、国民生活の質の改善を支援することを使命としています。経済発展のサクセス・スト
ーリーが脚光を浴びる一方で、アジア・太平洋地域には、世界の貧困層の3分の2が、また生活費が
一日2ドル未満の人々が16億人、そのうち7億3,300万人は一日1.25ドル未満で暮らしているとされ
ています。ADBは、全ての人々に恩恵が行き渡る（インクルーシブな）経済成長、環境に調和した
持続可能な成長、および地域統合の促進を通じて、途上加盟国の貧困削減を支援しています。
　ADBはマニラに本部を置き、67の加盟国によって所有され、うち48カ国はアジア・太平洋地域の
国です。開発途上加盟国支援のためにADBが行う支援の具体的手段は、政策対話、融資、出資、保
証、無償援助、技術協力などです。




