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ADBウォーター・ボンド

ベトナム：都市環境・気候変動適応プロジェ
クト

セクター分類：水およびその他の都市インフ
ラおよびサービス

事業期間：2015～2023年

ADB通常資本財源融資1億ドル

事業概要

本事業は、ベトナム中部の湾岸地域に位置し、イ
ンフラ不足、公害や自然災害に悩むドンホイおよ
びホイアン両市の都市環境と気候変化への耐性を
改善するものです。

本事業ではバオニン半島とココ川沿いの新たな都
市開発を支援し、洪水時に貯水機能を果たす河岸
緩衝緑地帯、沿岸砂丘群の浸食を防止するインフ
ラや、貯水池を塩水の侵入から守るインフラなど
の、気候変化耐性を確保する措置を導入します。
総合的な洪水対策として、既存の貯水池の容量を
増やし、予報・警報システムを確立し、洪水時の
避難ルートを整備します。

サービスを提供する機関の職員には都市管理に関
する訓練と支援が提供され、市民には健康、環境
と気候変動についての意識向上プログラムが提供

されます。本事業は、ADBの通常資本財源からの中
央政府への融資を地方政府に転貸して実施される最
初の都市開発プロジェクトです。

中国：河南省鶴壁市淇河環境改善・生態系保全プロ
ジェクト

セクター分類：農業・自然資源・農村開発―農村部
洪水対策―水に基づく自然資源管理

事業期間：2016～2022年

ADB通常資本財源融資総額：1億5,000万ドル

事業概要

事業地域は河南省北部の複数の郡、区や市にまたが
り、対象となる淇河の大部分は人口160万の鶴壁市
を通ります。本事業の裨益者は約43万5,000人で、
そのうち約5%が貧困層と見込まれるほか、現地のコ
ミュニティには環境に関する意識向上キャンペーン、
湿地保護や廃棄物処理といった活動に参加する機会
が提供されます。淇河流域では経済開発の進展に伴
って広範な森林破壊、家畜の過放牧、汚染の増加や
水の乱用が進み、川や流域の自然資源が受ける悪影
響は限界に来ています。本事業はこれらの課題に、
構造的な措置と非構造的な措置の双方をもって対応
するものです。具体的には、流域上流部の荒地とな
った丘陵部約1,300ヘクタールの森林再生、動植物の
生息環境となる湿地の回復（実験的な国立湿地公園
の設立を含む）や、川岸の修復等を行います。また、
淇郡にある支流や淇濱区の運河の修復、廃水・廃棄
物処理施設の強化を行います。

気候変動の始まりに伴う極端な気候事象の増加は、
すでに影響を受けている淇河流域にとって深刻な脅
威です。本事業は、予想される極端な洪水の頻発に
対応できるように設計されています。洪水対策施設
の定期的な維持管理を行い、洪水警報システムを導
入します。

本事業では、新たな都市開発を支援する
ため、気候変化耐性を確保する措置を導
入します

水関連事業の事例

全ての人のために水を
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人口の増加、経済成長、食習慣の変化、気候変動、
そして水災害の影響が相まって、水に関する問題は
今後ますます深刻になるでしょう。希少な水資源の
管理を改善することが喫緊の課題となっています。
灌漑の生産性の向上（水単位当たりの収穫量の増
加）が不可欠です。水の安全保障を強化するには、
環境面においても、より包括的な水質改善（河川の
浄化と廃水管理）が早急に求められています。気候
変動によって洪水や干ばつの頻度と深刻さが増加し
ていることから、洪水リスクの管理を目的とする投
資を増やすべきです。これについては、単に気候変
動がもたらす影響への耐性を確保するだけではなく、
気候変動への適応を中心とする、より戦略的かつ総
体的なアプローチが必要になります。

水業務計画（2011～2020年）の優先分野に従って
進められるADBのウォーター・ファイナンシング・
プログラムでは、各年の投資目標額が設定されて
いますが、これまでのところその目標は順調に達
成されています。アジア開発基金を通常資本財源
のバランスシートに統合することによって、水セ
クターを含む開発途上加盟国の投資ニーズを支援
するADBの財務能力が強化されます。この統合で実
現する新たな財源によって、ウォーター・ファイ
ナンシング・プログラムの年間融資額が2017年か
ら増加されます。

ADBの水投資承認額
2006～2016年

単位：10億ドル
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アジア・太平洋地域の
水に関する課題

アジア・太平洋地域における水の安全保障は過
去5年間に全体的な進展を見せましたが、地下
水の過剰開発、人口増に伴う需要増、気候変動
といった大きな課題が残っています。

アジア開発銀行（ADB）は水セクターに関する
『アジア水開発見通し2016』(The Asian Water 
Development Outlook 2016)で、過去5年間にお
ける域内の水の安全保障に関する進展を評価し
ました。全体的に、域内では水の安全保障が強
化され、2013年には水に不安のある国が49カ国
中38カ国だったのに比べ、2016年には48カ国中
29カ国に減少しました。このように進歩が見ら
れるものの、アジア・太平洋地域は世界的に見
ると、水の安全保障について依然リスクの高い
地域となっています。域内には基本的な衛生設
備を利用できない人がおよそ17億人おり、水が
不足する地域の人口が2050年には34億人に達す
る可能性もあります。 

国際応用システム分析研究所の最近の予測では、
農業、工業および家庭での水需要は2050年まで
に30～40%増加するとされています。農業が引
き続き水需要の最も大きな割合を占め、水資源
全体の80%を利用することになりますが、工業
および家庭での需要も急増すると見られてい
ます。

ADBは2010年以降、15億ドル相当
を超えるウォーター・ボンドを発
行しています。これらの債券を通
じて調達された資金は、アジア・
太平洋地域における様々な水関連
事業に使われます。
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