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要旨 
 

本書は、世界銀行の独立評価グループ（IEG）をはじめとする主要な関係者による自然災害対応

の評価作業により最近認識された優良事例や課題を簡潔にとりまとめたものである。自然災害関

連の業務に携わる世銀職員がここで得られた教訓を活かし、パートナー国への効果的な援助を促

進または阻害する様々なアプローチについて洞察を得ることが望まれる。 

 

災害の発生やその短期的な対応には国際的な関心が高まるものの、そういった段階は災害管理サ

イクル全体の一部に過ぎない。同サイクルは、大きく 3 つのフェーズ（災害前、災害対応、およ

び災害後）に分かれており、各フェーズにおいてそれぞれにふさわしい一定の活動がある。こう

したフェーズに明確な境界線はなく、時系列的に重なり、同時進行する。自然災害対応プロジェ

クトの教訓を災害管理サイクルという広い視野の中に位置づけた場合、災害前フェーズにおける

活動が適切に実施されていれば対応はより簡素かつ効果的であることが明らかとなる。ただし、

そうではない場合が多いため、本報告書で示す教訓では、既存の災害対応体制が盤石でないとい

う可能性を考慮に入れている。 

 

災害前フェーズにおける教訓 
 

災害管理サイクルの災害前フェーズにおける多くの教訓は、実際には災害対応の評価の段階で浮

かび上がってくる。これは、災害前の活動が多くの場合、そうした状況の中から形作られるため

である。同フェーズにおいては 2 つの基本的な教訓が明白となっている。 

 

• 災害発生の前に災害管理の能力開発を行うことにより、災害対応支援の負担を軽減すると共に、

支援の効果を高め、対応プロセスにおける現地のオーナーシップ向上を図ることができる。 

• バランスの取れた災害管理アプローチを用いることで、持続可能な開発や貧困削減への国家的

取り組みの幅が広がるはずである。 

 

災害対応フェーズにおける教訓 
 

同フェーズについては、評価を通じて多くの教訓が示された。しかし、これらの教訓は一般的に

災害後フェーズ、またはさらに次の災害前フェーズに持ち越される。教訓の中には部分的に矛盾

し合うものもある（例えば、現地参加型の対応は価値がある一方で、迅速な措置による便益と相

反する場合がある）が、個々の状況に応じてトレードオフを図らねばならなくなる。新たに得ら

れた教訓としては、以下が挙げられる。 

 

• 実施環境が複雑になりやすい中、プロジェクト設計は可能な限り簡素かつ現実的なものにする。 

• 個別の能力分析については、「平時」ではなく災害後の混乱時を想定して、プロジェクトの期

限を設定する。 

• 迅速な支援へのニーズに対応するため、手順を可能な限りスリム化する。 
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• 災害関連の支援における迅速な展開・処理は不可欠だが、オーナーシップ面の課題が残る。 

• 自然災害対応にあたっては広範なステークホルダー、特に最貧困層や最脆弱層、民間部門を参

加させる。 

• 災害対応下では災害が一時的に大きな注目を集めるため、（災害前の）防災活動を展開する上

で最良の機会となることが多い。 

• 対応段階においてこうした防災活動を積み上げていくには、当初は復旧、その後は緩和へと軸

足を移すことになり、より長い実施期間を要する可能性がある。 

• 情報、通信、およびデータ管理システムは、あらゆる災害時に極めて重要となるが、多くの場

合、脆弱であることが明らかになっている。 

• 自然災害対応プロジェクトに資金を提供した機関からの報告によると、目標達成に向け迅速か

つ長期間にわたる資金提供のツール設計に当たり、大きな課題が残されている。 

 

災害後フェーズにおける教訓 
 

災害後フェーズにおける活動評価でも、同様に教訓が得られた。その多くが、サイクルの再開に

伴う次の災害前の活動を想定したものとなっている。 

 

• 災害後の復旧・復興には強固な組織・制度が必要とされ、それは既存機関の能力開発または新

規機関の創設を通じて達成される。新規機関の創設を効果的に進めるには通常、具体的な職務

内容を定め活動期限を設ける必要がある。 

• 復旧・復興に向けたコミュニティ主導型のアプローチを通じて、将来のプロジェクトの特定、

計画、実施、および事後の運営・維持に必要な能力を現地レベルで構築することができる。 

• 住宅再建プログラムは、住宅所有者に最大限の責任を与えた場合、業者主導型よりも大きな成

果が得られることが明らかとなっている。ただし、こうしたプログラムには、脆弱層が参加で

きるよう明確な対策が必要である。 

• 復興プログラムの設計・実施にはスピードが重要だが、説明責任と透明性を犠牲にするもので

あってはならない。 

• 復興プログラムにおいては、疎外されたと感じる人々のために苦情・クレームのための有効な

メカニズムを確保すべきである。 

• 柔軟性（特に調達手続きにおいて）やプロジェクトの目的・活動を適宜修正する能力は、災害

後の状況下において不可欠であり、主要なインフラ整備活動を複数のステークホルダーが実施

する場合において特に重要となる。 

• 災害関連プロジェクトでは、大量の資金を短時間で支出する組織が弱体化すると、実施に当た

り、通常では考えられない障壁に直面することになるため、強力なモニタリング・評価システ

ムが通常よりも一層重要となる。 
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遅発性災害の特性 
 

干ばつなどの遅発性災害は、長期間にわたり繰り返して発生することが多い。このように困難な

要因が重なっている場合、その対処には、人道支援と開発の両分野のステークホルダーの間で協

力と協調が強く求められる。しかし、こうした協力関係の確立は困難である場合が多く、2 つの

異なる種類の機関の協力が効果的でないことは広く報告されている。 

 

教訓の適用 
 

IEG が 2006 年に評価報告「自然の危険」を発表して以降も、引き続き自然災害への対応に関して

教訓が得られている。本報告書では、災害管理サイクルの中でそれらの教訓が最初に浮上したフ

ェーズごとに、それぞれの教訓を紹介する。 

 

最も重要な教訓として、災害多発国の国家開発戦略にリスク軽減と防災強化を盛り込むことの利

点が挙げられる。こうした目標達成のための対策は、災害発生時に対応の実効性を大幅に高める

と考えられる。ただし、リスク軽減と防災による効果についての正式な評価は、今のところほぼ

ないに等しい。 

 

また、自然災害には必ずそれぞれ独自の特性があるため、本書で示す教訓については個別のケー

スごとに適用可能か否かを慎重に評価する必要がある。個別の状況における妥当性を検討できる

よう、これらの教訓にはガイドラインを設け、被災国の介入やドナー国の援助プログラムがより

効果的かつ効率的に行われるよう配慮した。 

 

自然災害対応の分野におけるプロジェクトやプログラムの経験から得られた教訓の中には、あら

ゆる分野に適用可能である一方で、災害プロジェクトにおいては、社会、経済、制度、政府が混

乱する中で実施されるので、特に重要となるものもある。 

 

また、災害対応のための事前の準備・計画プロセスに関する教訓もある。これらの教訓では、災

害管理サイクル全般における災害リスク軽減の重要性、および被災国と国際機関の両方において

関心を高める必要性が強調されている。リスク軽減は、いずれの災害多発国の持続可能な総合開

発戦略において中心的な役割を果たすべきであり、それゆえにドナー国のプログラムと国家戦略

においても不可欠な要素となることが必要である。 
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1. はじめに 
 

本概要報告では、世界銀行の独立評価グループ（IEG）やその他の主要アクターによる自然災害

対応に関する評価作業を通じて新たに認識された優良事例や課題を簡潔に紹介する。自然災害関

連の業務に携わる世銀職員がここで認識された教訓を活かし、パートナー国への効果的な援助を

促進または阻害する様々な手法についての洞察を得るよう期待される。 

 

本書で引用するデータの主な出所は、実施完了報告書（ICR）、2006 年以降に完了した世銀プロジ

ェクトの自己評価、これらのプロジェクトの一部についての IEG の現地ベース独立評価（プロジ

ェクト･パフォーマンス評価報告書）、ハイチ、パキスタン、西アフリカにおける特定の自然災害

に関する IEG の評価報告、自然災害関連の世銀出版物（大半は 2006 年以降の出版）、ならびに同

分野で活動する様々な国際機関・国家機関による自然災害活動のレビューおよび評価である。 

 

本報告では、まず同分野の研究者や専門家が認識している災害管理サイクルの主要なフェーズに

ついてその概要を紹介する。これは、災害における様々なフェーズの相互関係と防災・災害対応

において効果的な支援の種類を示すために重要である。次に、各フェーズにおいて適用が可能と

される様々な教訓の種類について概説し、最後に簡潔に結論を述べる。 
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2. 災害管理サイクルの各フェーズ 
 

災害の発生および短期的な災害対応には国際的な関心が高まるものだが、このフェーズは災害管

理サイクル全体の一部に過ぎない。図 1 に示す通り、同サイクルは大きく 3 つのフェーズに分か

れており、各フェーズにおいてそれぞれにふさわしい一定の活動がある 1。 

 

こうしたフェーズに明確な境界線はなく、時系列的に重なり、同時進行する。自然災害対応プロ

ジェクトの教訓を災害管理サイクルという広い視野の中に位置づけた場合、災害前フェーズにお

ける活動が適切に実施されていれば対応はより簡素かつ効果的であることが明らかとなる。ただ

し、そうではない場合が多いため、本報告書で示す教訓では、既存の災害対応体制が盤石でない

という可能性を考慮に入れている。 

 

フェーズ 1：災害前 
 

災害前フェーズは、多くの意味で最も重要である。ごくわずかな例外を除き、災害の発生は、正

確な場所、時刻、程度まで予測するのは難しいとは言え、原則的に予測可能である。それゆえ、

リスク評価、緩和・防止、防災、およびリスク軽減をはじめとする分野において、事前に様々な

対策を講じる必要がある2。災害のリスク軽減と防災は密接に結びついている。災害前フェーズに

おけるリスク軽減活動は、特にコミュニティ・レベルが中心となることが多い。そうした活動は、

脆弱性や災害リスクを社会全体で最小限に留め、持続可能な開発という広い背景の中で災害の悪

影響を回避（防止）あるいは制限（緩和・予防）する可能性のある要素の概念的枠組みに含まれ

る。 

 

災害リスク軽減の枠組みには、以下の活動分野が含まれる（UN ISDR 2002、P23）。 

 

• リスクの認識と評価（危険分析と脆弱性・能力の分析） 

• 知識開発（教育、訓練、リサーチ、情報） 

• 公的関与および制度的枠組み（組織、政策、法令、コミュニティの活動） 

• 対策の導入（環境管理、土地利用・都市計画、重要施設の保護、科学技術の応用、パートナー

シップ、ネットワーキング、および金融商品） 

• 早期警戒システム（予報、警報の伝達、防災対策、および対応能力） 

 

緩和には、自然災害、環境悪化、および技術的危険からの悪影響を食い止めるための構造的・非

構造的な対策を含めることができる。防災を進めておくと、コミュニティは災害発生時において

より適切な対処ができる。防災には、災害の影響に効果的に対応できるようにするための事前の

活動や対策が含まれる。また、リーダーシップ育成の訓練やコミュニティの参画促進、タイムリ

ーで効果的な早期警報の発令計画、ならびに災害危険地域からの人々および財産の一時避難対策

（洪水の発生源付近のコミュニティなど）を含むこともある。 
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図 1：災害管理サイクルの各フェーズ 

 

出所：クランフィールド大学（英国・ベッドフォード）イアン・デービス氏の研究に基づいて作成 

 

フェーズ 2：災害対応 
 

災害対応フェーズは、災害発生直後に始まり、緊急対応（救援）と中期的対応の両方が含まれる。

中期的対応では、システムやインフラの機能復旧開始を図る。 

 

• 災害発生の際、最大の懸案は、効果的な救援（災害の直接的影響からの被災者の救護）である。

こうした救援作業には、被災者への食糧、衣服、避難所、および医療の提供が含まれる。地震

などの突発性災害の場合、このフェーズは数週間から数か月続く場合がある。干ばつなどの遅

発性災害の場合は、数か月から数年にわたり続く可能性がある。 

• 中期的対応では、インフラ、コミュニティ、組織・制度、産業、および企業への被害の評価や、

これらの現状回復または改良のための対策計画などが復旧・復興に向けた第一段階である。 

 

フェーズ 1：災害

前 

フェーズ 2：対応 

フェーズ 3：災害

後 
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災害リスク軽減活動 

災害前フェーズ 

リスク評価 

緩和 

防災活動 

災害発生 

早期警報と

避難 
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社会・経済の復旧・

復興 

進行中の開発戦略・
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対応フェーズ 

災害対応 

初期被害評価 
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メディア対応 災害後－A 

被災地／国際機関へ

の対応・支援の継続 

インフラ修復 
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対応フェーズと災害後フェーズには重複する部分があり、プロジェクトやプログラムは両フェー

ズにおいて実施されることもある。 

 

フェーズ 3：災害後 
 

災害後フェーズには、復旧・復興の分野での活動が含まれ、次の災害の前のフェーズ（つまりフ

ェーズ 1）において適用できる災害リスク軽減対策を策定する機会にもなる。同フェーズには以

下が含まれる。 

 

• 災害リスク軽減のために必要な適応を促進する一方で、被災地コミュニティの生活条件の原状

復帰または改良を目的として災害後に下される決定および措置 

• 「通常の」生活に戻るために必要な基礎的サービスの復旧 

• 政府への融資、技術協力、農家支援、事業活動の再開支援といった外部からの支援 

• 住宅や産業の再建（これは社会・経済発展の再開にもつながる。同段階においては、将来の災

害に耐え得るよう、より強固な建物の設計が重要） 

• コミュニティの自己防衛支援に重点を置いた活動（こうした対策は、コミュニティ内で特に大

きなリスクにさらされた最貧困層や最脆弱層に提供する必要がある） 

 

 
                                                        
注 
1対応だけでなくリスク管理も含むので、災害管理サイクルと呼ぶ方が好ましいと、筆者は考える。 
2 こうした対策は「兵庫行動枠組 2005－2015」にまとめられている（UN ISDR、2005）。 
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3. 災害前フェーズ（フェーズ 1）における教訓 
 

災害前フェーズは、多くの意味で最も重要である。これは、正確な場所、時刻、程度まで予測す

るのは難しいとは言え、災害が特定の地域や国々に集中する傾向があるためである。それゆえ、

リスク評価、緩和・防止、防災、およびリスク軽減をはじめとする分野において、事前に様々な

対策を講じる必要がある1。 

 

災害発生前（フェーズ 1）において災害管理のあらゆる要素につき能力向上や訓練を行うことに

より、災害対応支援（フェーズ 2）の負担軽減、有効性拡大、対応プロセスにおける国家のオー

ナーシップ向上を図ることができる。 
 

国際パートナーが果たすべき重要な役割は、現地やコミュニティのレベル（初期対応が行われる）

で防災・災害対応を主導する立場の国内の組織・制度（シビルソサエティ関係者を含む）の能力

強化を支援することだ。 

 

自然災害対応を主導する上での最終責任は当事国の政府にあることから、同分野で将来的な有効

性拡大を図る上で国家および現地の能力向上が極めて重要となる。アジアの津波災害への対応に

ついて、あるマルチ・ステークホルダーがとりまとめたレビューでは、災害管理サイクル全体に

おいて現地の能力を高め関与を促進することの重要性が再確認され、具体的な教訓が示されてい

る（囲み 1 参照）。 

 

世銀がプロジェクトを自己評価する実施完了報告書（ICR）の多くは、将来的な災害の影響軽減

にこうした先見的アプローチが不可欠であることは広く認められているものの、その導入には困

難が生じているとの見解を示している。例えば、メキシコ災害リスク管理プロジェクト（世銀、

2005b）の場合、繰り返し災害に見舞われる中で緩和対策が大きく役立ったはずにもかかわらず、

そうした対策はこの国の持続可能な開発に向けた計画立案に組み込まれていなかった。この自己

評価では、先見的な防災アプローチに対する国家レベルの支援強化に向け、開発機関の職員およ

び借入国の両方の能力向上にさらなる配慮を行なうよう提言している。 
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囲み 1：アジアの津波災害への対応から得られた具体的教訓 

 

• 防災の取り組みでは主に、津波関連の災害を想定した緊急時対応計画の立案に重点が置かれて

きた。一方、早期警報、予防・緩和対策や、洪水や干ばつといった再発性の災害への配慮や投

資は、これまでほとんど行われてこなかった。 

• 災害リスク軽減のための介入が効果的に行われた場合、地区・地域レベルでの草の根組織の強

化、ならびに草の根のコミュニティ組織と地域当局の間の関係強化が可能となる。このように、

効果的な介入は、より広く弱者を糾合した参加型の現地ガバナンスにつながる。 

• 村落レベルのハザード・マップや防災計画を策定しても、緩和対策を目的とした実際の行動に

結びつかない限り、住民はその進展に対する関心を失ってしまう。すでにスリランカでは、コ

ミュニティが洪水を中心に地域の危険性を特定したにもかかわらず、是正措置を講じるための

資金等が政府機関および NGO から十分に与えられていないとの不満が出ている。 

• 民間部門（銀行／金融・保険会社）を含む地域組織との強力なパートナーシップと連携に基づ

いた介入は、成功する可能性が、一度限りの資金配分よりもはるかに高い。 

出所：DEC、2010 

 

アプローチが脆弱なケースはあるが、世銀による多様で革新的なキャパシティ･ビルディングやト

レーニングが実施されている場合もある。こうした活動は概念的には災害前フェーズに含まれる

ものの、災害対応パッケージ（つまりフェーズ 2）や復興プログラム（フェーズ 3）の一部として

導入されることが多い。この種の活動による成果の持続可能性は、それを将来的なフェーズ 1 の

プログラムに投入した場合に、最も確実となる。 

 

ウルグアイ口蹄疫緊急対策プロジェクト（世銀、2010d）では、官民の獣医サービス、農家、お

よび一般国民を対象に徹底した教育・訓練を持続的に提供し、公衆衛生面での脅威の最新の状況

について情報が行き渡るようにした。エチオピア生産的セーフティネット・プロジェクト（IEG、

2011b）で明らかになったのは、既存職員に対する訓練プログラム実施において農村部の公務員

の離職率が一般的に高いことを考慮すべきであるという点だ。イラン・バム地震緊急復興プロジ

ェクト（世銀、2010a）では、特定の分野の能力向上が追加的に必要とされた。世銀のプロセス・

手順に関する能力向上プログラムの事前準備を通じた事前の交流がほとんどない場合、世銀がク

ライアントのニーズを早急に理解して充足することが特に重要であることが明らかとなった。 

 

スリランカ津波災害緊急復旧・復興プログラムでは、職人や住宅所有者を対象とした安全な建築

技術について技術協力と訓練が実施された。こうした対策は、災害対応・復旧プログラム（フェ

ーズ 2）の一環として設計されたものの、将来の災害に対する耐性強化のための住宅建築基準を

改善するもので、理論的には災害前フェーズの一環となっている。スリランカでのトレーニング

は、主に住宅所有者主導型の住宅再建プログラムの目標達成に必要なレベルまで住宅所有者およ

び職人の能力を高めただけでなく、熟練労働のレベルアップを図ったことで地元の建設業界の能

力向上にも役立った。また、同プロジェクトを通じて運用マニュアルも策定され、同国政府によ
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り公式に採用された。これらのマニュアルにより、同プログラムにおける様々な関係者やパート

ナーの役割と責任が明確になり、円滑な実施が促された。運用マニュアルの策定における優良事

例の一部を囲み 2 で紹介する。 

 

持続可能な開発と貧困削減の両方につながる、バランスのとれた災害管理取り組みが必要とされ

ている。世銀および米州開発銀行（IDB）の評価は、このような取り組みを正式な国家支援戦略

に盛り込むことが重要であるとしている。 
 

多くの国が再発性の災害に直面する中、自然災害の発生は、概して予測可能なことが多い。こう

した国々では、予防、備え、対応、および復旧をいかにして結びつけるかを明らかにし、支援を

通じて現在のニーズに対応すると共に将来的な便益をもたらすことも重要だ。持続可能な開発の

枠組みにおいて自然災害管理プロセス全体の支援に配慮しなければ、同一の復旧・復興需要のた

めに繰り返し資金が求められる可能性が高い。そのため、こうした国々におけるプロジェクトで

は、災害前の活動（フェーズ 1）をさらに重視し、反復的な災害対応（フェーズ 2）活動の必要性

を軽減することが求められる。 

 

そうした状況は、アルジェリア自然災害脆弱性軽減プロジェクトにおいて発生した。不適切なリ

スク軽減・緩和対策により、災害対応が必要以上に大規模になってしまったのである（世銀、

2007a）。ICR によると、2001 年 11 月のアルジェリア都市部における集中豪雨について、政府が

洪水リスクの軽減対策を講じ、都市開発に関する既存規制を実施していれば、その影響をはるか

に軽減できたはずだとされている。同国政府は世銀の支援を得て、アルジェ首都圏においては、

すでに適切なリスク軽減対策を実施済みだった。 

 

ただし、他の都市部においても、地震や洪水などの自然災害による深刻な被害を予防するための

適切な対策を開発計画の中に策定しておくべきであった。また、リスクの予防・管理を担当する

機関の年間予算に、明確に自然災害防止用として十分な額の予算を計上しておくべきであった。

同国政府は、世銀プロジェクトの成果を生かして、予防的対策の便益に対する現地当局や技術者

の認識強化や、現地の開発計画・活動への対策の導入・促進を図ることができたはずだ。 

 

バランスのとれた災害管理アプローチへの支援ができなかったことは、IDB の評価においても重

要な問題と指摘されている（IDB、2004）。この評価では以下の点が挙げられた。 

 

• 災害リスク・サイクル全体で手段のバランスがとれていない。予防は複数の文書で強く力説さ

れているものの、今もなお緊急時および災害後の活動の方がはるかに広く関心を集めている。 

• IDB のプログラムや活動と、当該国の実際の優先課題、インセンティブの仕組み、および実施

能力が一致していない。その結果、当該国は、援助プログラムの支援により策定された新たな

アプローチを実施に移せない。 

• 災害多発地域であっても、持続可能な開発と貧困削減を重視する一方で災害防止を怠るなど、

国レベルで優先課題のバランスがとれていない。 
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IDB の評価は、自然災害の被災国（または関連活動への資金援助機関や二国間援助）の間で広が

った復旧・復興の考え方は予防・緩和プログラムの策定・実施を促す方向へと転換していくべき

だと結論付けている。 

 

パキスタンの洪水への対応に関する IEG の報告（IEG、2010b）でも、例えば、一部の洪水プロ

グラムはインフラ復旧に重点を置きすぎるあまり、治水、作付パターンの調整、農村金融、水利

用者団体の能力向上、早期警戒システムといった補完的投資を通じた将来の適応・防災に十分対

応していない、などと指摘されている。緊急時ニーズ（失われたものを埋め合わせることによっ

て満たされる）と「前より良い状態への復興」という欲求（より長い時間を要するが、災害リス

クの軽減、緩和および長期的な開発成果はより大きい）は両立し難い。 

 

囲み 2：スリランカの災害後の運用マニュアル策定における優良事例 

 

• 自国のニーズに即して、国際的事例を考慮した参加型かつ包括的なマニュアル策定を計画。 

• 政府機関、シビルソサエティ、および受益者など多様な関係者やパートナーの役割や責任を事

前に明確化。運用マニュアルの完成には時間がかかるが、さしあたっての緊急運用指示書をま

とめることが、プログラムの実施初期段階の手助けになる。 

• 確実に遵守されるよう、マニュアルやモニタリングの仕組み・定期監査の正式導入を義務づけ

る、拘束力のある実施枠組み。 

• マニュアルはプログラム政策枠組みの範囲内で「生き続ける」（つまり、新たな要件や局地的

な解決法としてすぐに対応できる）。 

出所：世界銀行、2009g 

 

複数のプロジェクトやプログラムにおいて、災害を機に従来の物理的および組織的な構造、シス

テム、プロセスの改良が行なわれた。例えば IEG の報告によると、パキスタンにおける世銀の洪

水対応プロジェクトでは、脆弱性の軽減や農業の回復力向上など、その後の洪水の影響軽減に重

点が置かれ、この取り組みは国家戦略にも取り入れられるようになっている。同様に、現在、国

際開発協会（IDA）が実施中のマリ農業生産性プロジェクト（世銀、2010 b）には、将来的な洪

水被害の軽減に寄与するべく、農業生産システムやサプライ・チェーンの改革を行うサブ・プロ

ジェクトが設けられている。その目的の一つに、有機炭素を用いた土壌肥沃化やバイオマス生産

拡大や植被改善のための様々な技術を通じた、牧草地の管理改善および炭素隔離2（地上および地

下）の拡大による生態系の回復力向上が挙げられる。 

 
                                                        
注 
1 こうした対策は「兵庫行動枠組 2005－2015」（UN ISDR、2005）にまとめられている。 
2 炭素隔離とは、地球温暖化を緩和するまたはその進行を遅らせるために、二酸化炭素やその他の形態の炭素を長

期的に貯蔵することを指す。化石燃料の燃焼により放出される温室効果ガスの大気中または海洋中への蓄積を減

速するための方法として提案されている。 
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4. 災害対応フェーズ（フェーズ 2）における教訓 
 

災害対応フェーズは、災害発生直後に始まり、即時対応（救援）と中期的対応の両方が含まれる。

中期的対応では、システムやインフラの機能復旧開始を図る。世銀は通常、救援活動における主

たるステークホルダーではない。そうした活動の実施は主に国連や、国際赤十字・赤新月社連盟

などの専門 NGO（非政府組織）に委ねられる。 

 

中期的対応は、インフラ、コミュニティ、組織・制度、産業、および企業の被害評価を行なうこ

とが復旧に向けた第一歩となる。同フェーズには、被災地の現状回復または改良に必要な対策の

計画も含まれる。こうした中期的対応は、即時対応（救援）期の活動と時系列的に重複すること

が多いが、このような重複は深刻な問題をもたらしている。両フェーズの活動にはそれぞれ異な

る任務と焦点があり、それを担当する様々な国内・国際機関があるからだ。 

 

原則的に、あらゆる災害対応活動において国家のオーナーシップが目標であることは、すべての

ステークホルダーが認めるところである。しかし実際には、災害により弱体化した政府は大規模

な外部介入に圧倒され、それらを実際に管理・調整できる余地は大幅に狭まる。 

 

世銀による取組みの多くは、災害対応フェーズにおいて構想、策定、計画が行われるため、それ

らの特性や教訓については本項で扱うが、その大半は災害後フェーズ（フェーズ 3）において実

施されることもある。 

 

重要な特性は、その多くが自然災害対応への効果的な支援に寄与すると評価されている。具体的

には、スピード、包括性、オーナーシップ、透明性、説明責任、および柔軟性といった特性が挙

げられる。ただしこれらは、例えば、包括性と現地のオーナーシップを求めると、迅速な活動の

実施が困難となってしまうなど、互いに相容れない場合があることも明らかとなっている。従っ

て、被災地の個別の状況において、プログラムの様々な好ましい特性の間で優先順位を決定し明

確にトレードオフを行なうことが極めて重要となる。この問題は、評価のための様々な情報源か

ら得られた以下の教訓に対して重要な警告となっている。 

 

自然災害対応の設計は可能な限り簡潔かつ現実的なものとすべき 
 

この教訓は、ここで挙げる他の教訓と一見両立するようには見えないかもしれないが、そうした

教訓との関係において考える必要がある。従ってこの教訓は、「プロジェクト設計は、現地コミュ

ニティやその他対象となる受益者の全面的な参加を達成する重要性を損ねたり、自治体の実施能

力への配慮を阻害しない範囲内で、可能な限り簡潔にすべき（IEG、2010 c の要約）」と言い直し

てもよい。組織・制度が脆弱でガバナンスが不十分であると、援助を効果的に活用しようとする

能力が限定的となることが多いため、物理的インフラの復旧だけでなく、能力開発とガバナンス

の改善にも開始段階から重点を置く必要もある。災害対応プロジェクトにおける簡潔さの一面と

しては、関与する実施機関やセクターの数を制限すべきである点を挙げることができる。融資条
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件を最小限とすることもまた適切である。さらに、コミュニティのニーズや急速に変化する被災

地の状況に迅速に対応できるよう柔軟な形で実施すべきである（IEG、2005）。全般に自然災害対

応プロジェクトは、目標が達成されるよう最も簡潔なプロジェクト設計により、複雑な目標の達

成を目指すべきだ。 

 

多数のプロジェクトは効果的な設計アプローチに基づいているが、非現実的な目標を設定してい

るものも依然として多い。IEG 評価「自然の危険」（2006）で検証された約 60 件の災害活動で、

3～6 年間のプロジェクトの多くが約 1 年半の所要期間延長を行ったが、それでも当初の目的が達

成されなかった。従来型（非災害）プロジェクトの多くでも同様の期間超過が見られ、こうした

「遅延」は、従来実施期間が 3 年に制限されていた緊急復旧融資（ERL）の活動に、より長期的

な活動を組み込む現実的なアプローチの存在を示していると言えるかもしれない。プロジェクト

設計においては、あらゆるレベルの借り手（地方や国の政府、コミュニティ）は災害後に機能低

下をきたすという事実を考慮することが極めて重要である。この認識に加え、借り手の組織・制

度能力をあらゆるレベルで明確に分析する必要がある。こうした分析は設計段階の一部を構成す

ると共に、次の教訓にも生かされる必要がある。 

 

プロジェクトやプログラムの期限は、「平時」ではなく災害後の状況における国や現地の能力の具

体的な評価に基づいて設定すべき 
 

緊急時の状況下では、政府の能力が災害の悪影響を受けるため、過度に野心的な目標や期限を設

定しないことが一層重要となる。例えば、スリランカ津波災害緊急復旧・復興プログラムは、世

銀の緊急事態ガイドラインの下で迅速に進められた。その目標は概ね達成されたが、政府の機能

は限界に達し、期間延長が申請されたが承認されなかった。プロジェクト期間の超過には様々な

理由があるとみられるものの、災害が政府や実施機関の能力に及ぼす影響に対する正確な評価が

プロジェクトの重要な基盤となることは明らかだ。従って、プロジェクトの目的および実施期間

は、「平時」の能力ではなく、こうした知識に基づいて計画・設計するとよい。 

 

NGO や国連機関といった代替的なネットワークが不完全な部分を補うことはできるが、そうした

機関が参加する場合は、政府の管理能力向上の計画と並行した上でとすべきだ（IEG、2010a）。

プロジェクト設計においては、関与する実施機関やセクターの数を制限すると共に、融資条件を

引き下げるべきである。 

 

対応プロジェクト（または大規模な多相プロジェクトの対応部分）は、手順を可能な限りスリム

化し、迅速な策定・実施が必要 
 

ハイチ地震に関する報告（IEG、2010c）では、災害対応活動における迅速さの重要性が強調され

ており、災害救援における以下の項目の重要性が示されている。 

 

• 土木工事の契約における意思決定および手順のスリム化による遅延回避。 
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• 効果的な緊急時対応に欠かせない既存の民間セクターの能力を活用。 

• 被災地域付近での国際金融公社（IFC）のクライアントとの連携により、スピードと効果を向

上。こうした状況下では、マッチング・グラントの仕組みが緊急時対応において強力な手段と

なり得るが、その効果は IFC が災害以前より行っている活動の性質によって制約される可能性

もある。 

• 需要に対する慎重な評価を確保しながらの迅速な動きと、急速に変化する災害後状況における

妥当性のバランス。 

 

より長期的な緩和およびリスク軽減のための対策（将来的なフェーズ 1 のプログラムに吸収され

得る）の促進を迅速に進めることの重要性も示されている。IEG が教訓についてとりまとめたレ

ビュー（IEG、2005）では、緩和対策について政府と最初の 3 か月間以内に合意することの重要

性を強調しているが、これは一旦災害の記憶が薄れると、政治家の関心を集めることが困難にな

るためである。一旦こうした合意に至れば、資金調達メカニズムなど何らかの形で公的関与を確

定せざるを得なくなり、国民は政府の取り組みの進捗状況に注意を向けるようになる。 

 

しかしながら、迅速なだけでは不十分だ。災害後の緊急課題の一つに、差し迫った復興ニーズへ

の対応が挙げられるが、それは過去の事例を改善し、将来における問題の再発の可能性を軽減す

る形で行わなければならない。迅速な初動措置は重要だが、これまでの経験に照らし、パキスタ

ンの大洪水後のような緊急事態においてはサブ・プロジェクトの迅速性にこだわるあまり、十分

に計画された優先事項リストから投資の重点が外れるようなことがあってはならない（IEG、

2010b）。従って、最優先プログラムの実施の準備が整っていない場合は、準備が整っているとい

うだけで優先度の低い活動をむやみに開始しない方がよい。同様に、被害評価が迅速、詳細かつ

焦点の定まったものであっても、一回限りの評価でなく、状況の進展に従って新しい情報に更新

していく必要がある。自然災害対応においては、迅速な初動措置や現実的なスケジュールが成功

の主要因となることが多い。災害発生当初の数日間の措置がその後の決定すべてに影響する。 

 

緊急事態対応プロジェクトには、支出配分に特別な配慮が求められる（IEG、2010 a）。プロジェ

クト承認前にガイドラインや入札文書のサンプル、初めて借り入れする者への技術的支援、調達

プロシージャに関するトレーニングを提供し、地域支出規制を簡素にすることなどにより、キャ

ッシュフローの滞りは最小限にとどめるべきである。IEG の自然災害評価（IEG、2006）の結果、

予算支援業務は資金の移転において ERL より速いことは全くないことが明らかとなっている。 

 

災害関連の支援における迅速な展開・処理は、効果的な実施には不可欠ながら、オーナーシップ

面の課題が生じる。ハイチ地震やアジアにおける津波災害での国際的対応など、複数のドナーや

パートナーができるだけ早く支援を始動しようとする場合は特にこの傾向が強い。 
 

多くの災害対応において、取組みの計画立案や実施から自治体組織やコミュニティが排除される

ことに対して大きな懸念が生じている。最近の主な例を挙げると、ハイチ地震への国際的対応で

は、国際社会による支援の効果について多くの疑問が呈された。例えば、体系的な総合評価（ハ
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イチ大学およびチューレーン大学の災害回復力リーダーシップ・アカデミー、2011）によると、

短期的な経済活動が導入・継続されているが、長引いた緊急時対応がハイチのコミュニティ回復

力を促進したのか、それとも実際には弱体化させたのかがほとんど考察されていない。2010 年 1

月の壊滅的な地震から 12 か月が経っても、100 万人以上のハイチ人が依然として仮設テントで暮

らしており、実質的な復旧はまだ始まっていない。 

 

同分析からの評価の多くにおいては、ハイチ人が意思決定プロセスに参画していないことが、個

人、世帯、コミュニティ、そして国家の回復力構築にとって最大の懸念かつ障害であると認識さ

れている。さらに資金や活動は依然として人道支援維持事業に重点を置き、「より良い状態への復

興」の考え方がまだ救援・復旧の取組みに浸透していなかった。重要な結論として、ハイチの国

内指導者層、シビルソサエティ、および（最も重要な）影響を直接受ける人々が柔軟な形での回

復促進を図る将来の開発プロジェクトの開発にさらに関与していく必要性が挙げられた1。 

 

アジアにおける津波災害への対応においても同様の問題が発生した。ある国際的評価（Bennett

他、2006）は、アチェ（インドネシア）やスリランカにおいては、圧倒的な国際支援のを前にし

て、地元の NGO やコミュニティ単位の機関の参加が進まず調整会議において協議不足が生じた

と結論付けている。これが現地の緊急時対応能力の弱体化につながった可能性がある。最近の世

銀の取組みについての IEG レビュー（IEG、2010a）は、社会構造の再建は大きな課題だが、成

功することはほとんどないとしている。災害当初の対応において被災地の組織・制度を無視し、

依存性を生んでしまうと、事態は一層困難となる。参加型アプローチを特徴とするコミュニティ

開発の支援においても、特に、構造再建を急がせる圧力がある場合は、実施が失敗する可能性が

ある。 

 

理想的には、地元のステークホルダーを災害管理活動に長期的に参加させるようにすれば、確実

に関与させることができる。囲み 3 に示す通り、欧州委員会の評価（Aguaconsult Ltd.、2009）

は、現地のオーナーシップに基づくアプローチの重要側面をいくつか紹介している。 

 

自然災害対応プロジェクトには、国家・現地の広範なステークホルダー、特に最貧困層や最脆弱

層、また民間部門を含める必要がある 
 

国家のオーナーシップ促進の重要性には、弱者糾合の概念への配慮が伴うべきだ。極めて多様な

国内・国際ステークホルダーの関与や活動は、自然災害支援プログラムの成功の鍵を握る要因と

されている。世銀による自然災害支援では、特に災害後において民間セクターが重要なステーク

ホルダーかつ有望なパートナー候補となっている。ただし、どんなパートナーシップでもそうで

あるように、意図される役割を現場の実際の能力と一致させるよう注意を払う必要がある。復興

構想については、特に商業的なものの場合、援助フローや急速に変化する災害後の状況における

実効需要の変化に照らして、慎重に評価する必要がある（IEG、2010a）。 
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例えば、アジアにおける津波災害の復興段階において民間企業の支援を目的として設置された

IFC 融資枠は、利子設定が魅力的でなかったため、限定的な利用に留まった。背景には、金融市

場の流動性が高く、多額の援助資金が被災国に流入していたことがある。また、タイやスリラン

カの地場銀行は政府から長期の低利子融資を受けた。さらに、大企業は損壊した資産の修復・回

復のために十分な保険をかけていたほか、多くの企業が新規投資の規模を縮小することにより、

追加資金需要を減らした。 

 

緊急時の対応の効果を高めるには、たとえ微力であっても、既存の民間セクター能力の活用が極

めて重要だ。民間セクターは、インフラ・物流や現地の銀行業務、生産設備の供給において重要

な役割を果たすことができる。被災地域付近の国際金融公社（IFC）の既存クライアントとの連携

により、迅速性と有効性を大きく向上させることが可能になる。こうした既存パートナーであれ

ば、評判をめぐるリスクや業務遂行能力に関して適格審査が必要とならない。すでに信頼関係が

あり勝手もわかっているので、支払いと返済のための簡単な手配のみで済む。現地に展開するパ

ートナーにはノウハウがあり、意図する受益者に支援が確実に行き渡るようにすることができる

（例えばスリランカでは、津波災害で漁船を失った現地漁業者を対象とした生計再建助成金を支

給するに当たり、地場銀行が活躍した）。 

 

囲み 3：災害対応プロジェクトにおける現地のオーナーシップ促進に資すると考えられる要因 

 

• コミュニティが実行できる活動をプロジェクトに組み込んだ方が、知識や技能を維持しやす

い。例えば、コミュニティは地域ワークデーやシミュレーション訓練の実施を通じて、動員ス

キルを生かし、イベントの開催を実践することができる。 

• 政府および現地ステークホルダーとの協調は正当性や持続可能性の意味で極めて重要である。

現地レベルの取組みはすべて、より高位の国家災害管理システムにリンクしていなければなら

ない。 

• 現地のパートナーや参加している他のステークホルダーからプロジェクト始動前にコミット

メントを取り付けることが極めて重要である。こうすることにより、すべての関係者が自分の

役割と責任を明確に認識し、プロジェクトの限られた時間枠に遅れが生じないようにできる。 

• 参加型のニーズ・アセスメントや類似の支援についての過去の理解を含む、質の高い基本デー

タが、妥当かつ持続的な災害対応プロジェクトの構築において極めて重要なコンポーネントと

なる。 

出所：Aguaconsult Ltd.、2009。 

 

社会基金については、既存の活動への「相乗り」も有益であると考えられている。このような基

金は、運用手順が制度化されているため、実施基盤が即座に構築され、他の方法では看過されや

すいステークホルダーへの対応も行き届いたものとなり得る。タンザニアでは、既存の公共事業

プログラムを社会基金の下で進めることにより、組織・制度が脆弱であるにもかかわらず、危機

に速やかに対応することができた（世銀、2009c）。 
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万人を取り込んだ災害管理活動において中心となる社会経済層は脆弱層だ。例えば、ある国際

NGO の報告書では、パキスタンにおいて広大な地域の復興に軸足が移った際、ドナーと支援機関

はその復興の機会を利用して、被災者の根本的な脆弱性の問題に取り組むべきであるとしている

（国際難民支援会、2010）。そのためには、被災したコミュニティとの密接な連携が前提条件と

なる。同報告書は、復興基金は往々にしてまず土地所有者や大型インフラ・プロジェクト、産業、

開発業者に流れがちだと指摘している。同地域における過去の地震の経験から明らかな通り、貧

困層や土地を持たない人々への住宅供給や、安全・生計の確保というニーズは往々にして二の次

となる。国際赤十字・赤新月社連盟は、2005 年のカシミール地震後の住民立ち退きの長期化や長

引く仮設住宅避難の問題は、土地を持たない人々に当局が住宅を供給できていないことが主因だ

と指摘している（国際難民支援会 2010）。 

 

災害管理にジェンダー問題という側面を取り入れることの重要性も強調されている（Bennett 他、

2006）。男女別集計データの不足により、弱者グループの効果的な特定を妨げ、差別的な慣行を

強めることになった。アジアにおける津波災害の対応では、全体として、数量的かつ組織的な、

一貫性のあるジェンダー分析が欠けており、そのため保護の面で深刻な問題が生じた他、根強い

男性優位の意思決定構造に異が唱えられないままとなっている。特に、対象プログラムの土台と

なる男女別のデータは、救援および復旧の両フェーズにおいて大幅に不足している。 

 

被害評価では、脆弱性におけるジェンダーの側面が見落とされることが多い（IEG、2010b）。災

害はジェンダーの平等を強化する良い機会となり得るが、多くの国においてジェンダーに関連し

た社会的拘束があり、その歩みを阻んでいる。IEG の報告では、災害はすべての人に均等に影響

を及ぼすわけではなく、社会的弱者には特別な配慮が必要であることが多いとしている（IEG、

2010a）。被害評価プロセスにはこの問題認識を取り入れ、所得、文化、ジェンダー、居住地、住

宅の種類、および土地保有形態に応じて災害の影響が異なることを考慮すべきである。これを怠

ると、災害直後における貧困層独自のニーズが見過ごされ、インドネシア津波災害の際のように、

社会的弱者は主に土地などの生産的資産を富裕層に売却せざるを得なくなってしまう（IEG、

2010a）。 

 

NGO とのパートナーシップは、貧困層に支援の手を差し伸べる上で重要となり得る。ただし、パ

ートナーにふさわしい NGO を見つける上で適切な審査の仕組みを用いることが重要である。サ

ヘルでのコミュニティ主導型開発の教訓についての IEG の考察（IEG、2003）によると、ベナン

では NGO の能力不足によりプロジェクトの成果が阻害された。社会基金および食料安全保障プ

ロジェクトの両方において、多くの NGO が許容レベルに満たない成果しか残せず、プロジェク

トから離脱えざるを得なかったのである。 

 

災害発生後には迅速な対応への圧力が高まるが、復旧・復興プログラム（対応フェーズにて設計）

には将来の防災を組み込むことが極めて重要 
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上記の通り、災害後の状況は、災害により良く対処できるようコミュニティの準備を整えること

により、災害リスク要因を緩和するための、またとない好機（概念上はフェーズ 1 の活動に当て

はまる）となる。コミュニティは、そうした事柄を特に重視し、災害後には進んで行動を起こそ

うとする。さらに、政府の資源も動員され、こうした防災行動の実施にとって特に好ましい環境

が生まれる。しかし、スリランカ津波災害緊急復旧・復興プログラムではこの機会が生かされな

かった（世銀、2009 g）。同プログラムには防災関連の取組みが取り入れられなかったのだ。沿岸

部のうちマングローブ林やサンゴ礁が手つかずだった地域は、災害前に浸食が発生していた地域

よりも津波被害の影響が軽微であったにもかかわらず、同プログラムではマングローブ林再生な

どの災害緩和・防災対策が何ら講じられなかった。そうした対策が講じられていれば、「より良い

状態への復興」のアプローチを最大限実施するためのまたとない好機となったはずだ。 

 

2001 年のアルジェリアにおける集中豪雨と洪水の後、世銀は都市部自然災害脆弱性軽減プロジェ

クトを支援した。同プロジェクトは、複数の都市インフラ関連規制・対策を制定・施行し、アル

ジェを中心に将来の洪水による影響軽減を目指した（世銀、2007a）。これらの対策の成果に関す

る評価は行なわれていないが、世銀が災害対応分野での経験を生かして災害リスク軽減取組みを

現在積極的に進めていることを示している。 

 

復旧・復興プログラム（対応フェーズに該当）に将来の防災を組み込むには、当初は復旧に重点

を置き、その後災害リスク緩和へと軸足を移す、より長期の実施を想定したプログラム設計が必

要。災害リスク緩和のフェーズは、復旧・復興に動員される組織やコミュニティの資源を生かす

べき 
 

この教訓は、災害管理における様々なフェーズが、時系列というよりもむしろ概念的原則や組織

化の原則であることを示している。実際、災害対応プログラムを足がかりに将来の災害に備えた

災害前計画を開始することは極めて有益であるといえる。これは、災害後は短期間ながら、災害

リスクの軽減と緩和の可能性に強い注目が集まる好機となるからである。ただし、この好機も、

開発の他の優先事項が再び注目されるようになるにつれ徐々に失われていく。 

 

復旧・復興の需要と長期的なリスク緩和の需要が競合する場合、世銀はこれまで、復興に重点を

置くことが多かった。こうしたアプローチは、リスク緩和プログラムの実施を遅延させるまたは

弱めるものとなる可能性がある。 

 

インド緊急復興プロジェクト 2 件の実施完了報告書（ICR）（世銀、2003、2009b）は、災害復興

プロジェクトに長期的な目標（災害管理能力向上や耐震計画基準案の作成、ダム復旧における品

質管理の確保など）を取り入れると、効果が高まる可能性が高いものの、より長期の（かつより

現実的な）実施期間が求められると指摘している。こうした取組みは規模が大きく、被災者の自

信回復は、多大な時間が必要となるものの、最終的な費用対効果を確保する上で重要な役割を果

たす。 
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グジャラート州における復興プロジェクトでは、耐震構造を徹底するために計画と建築基準法の

見直しが求められた。これにより都市部における住宅再建が当初遅れたが、訓練を受けた石工や

技師、技官が新たな建築要件に精通するに連れ、実施スピードが上がっていった。これは、プロ

ジェクト期間内でも災害リスク軽減効果が向上したことを示している。 

 

災害関連プロジェクトにおいて情報、コミュニケーション、およびデータ管理システムは極めて

重要な役割を果たすが、不備であることが多い 
 

対応フェーズのすべての段階において、受益者との効果的、組織的かつ一貫性のあるコミュニケ

ーション（および女性を対話に含めるための組織的取組み）を、優先的に実施すべきである

（Bennett 他、2006）。これには、専任の人材や手段を確保し、ホスト国政府とコミュニケーショ

ンの手順を構築するための取組みが必要となる。市民集会や、放送メディア、ニュースレター、

ポスターの使用を含む共通の戦略を策定する必要がある。中央政府機関の資金や支援を通じた共

通の受益者データベースの作成と活用も、緊急事態のフェーズにおける初期の優先事項の一つで

ある。求められる主導性や調整スキルとしては、会議の成果をいかに最大限に活用できるかとい

う基礎的な能力が含まれる。すべての機関はこうしたスキルの向上に取り組むべきであり、標準

的な業務手順と共に、実務に当たるスタッフの初期訓練に取り入れる必要がある。 

 

国連人道問題調整部と世銀による合同評価（OCHA・世銀、2008）は、明解な組織・制度構造に

最も適切な技術を取り入れる必要性を強調している。同報告のケース･スタディから得られた重要

な教訓は、効果的な災害情報管理システムには適正な技術的基盤が必要だが、同時にそれをはる

かに上回るものが求められているという点である。災害データの保存、共有、操作のためのソフ

トウェア・プログラムは、特に災害後に、着々と開発が進められている。大きな困難としては、

こうした専門的アプローチを適切な組織・制度の中に取り込み、妥当かつ効果的な業務手順を整

え、用語やデータ・ラベリングを統一すること、そして災害情報の適正な取り扱いから得られる

利益についての共通した認識を確立することが挙げられる。 

 

情報通信技術の進歩により、セルラー・ネットワークや衛星ネットワークを利用してシステムへ

直接データ入力する遠隔装置など、新たなソリューション誕生の機会が開かれており、災害対応

業務の効率性が飛躍的に向上する可能性がある。ただし、モザンビークでみられたとおり、スプ

レッドシート共有のための携帯フラッシュ・ドライブ使用（IEG、発行年表示なし）のように、

緊急事においては単純な技術であればあるほど融通がきく場合もある。 

 

アジアにおける津波災害の際、携帯電話や衛星画像が災害発生直後の段階において、通信および

協力のための重要な手段となったと津波評価連合が指摘している（Telford・Cosgrave、2006）。

こうした技術の多くを国内の民間セクターが有していたことから、現地・国際ステークホルダー、

および官民のパートナーシップ強化がさらに促進され、入手可能な情報の質やその伝達スピード

を高めることの重要性が強調された。 
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国連人道問題調整部―と世銀の報告書（OCHA・世銀、2008）は、個別の災害対応を、災害リス

クに瀕している国や地方、地区による災害管理インフラの体系的な事前開発へと発展させること

の必要性について、世界的な認識が高まっていると指摘している。こうした認識にもかかわらず、

災害対策段階の情報共有システムできちんと機能するものはほとんど開発されていない。 

 

自然災害対応プロジェクトでは、効果的な資金調達が明らかに困難だ。緊急復旧融資と既存資金

の再配分のいずれにおいても、すべての目的達成に見合う迅速な、または長期にわたる資金提供

において問題が発生している 
 

世銀の自然災害関連支援活動における中心的なツールとしては、緊急復旧融資（ERL）がある。

ERL は期間が最長 3 年であるが、復興にはこれよりもはるかに長い期間を要する可能性があるこ

とから、この点が支援計画における制約だとみなされることもある。緊急事態のアプローチには、

既存プロジェクトからの資金再配分もあるが、長期的な開発目標の達成能力に悪影響が及ぶ上、

個別の復興融資ほど効果的でないと指摘されている（IEG、2005）。 

 

既存プログラムから復旧・復興の取組みへの資金シフトは、利益率が特に高い場合は正当化でき

るが、これまでの経験では、即時対応権限のある災害担当部署が適正に設計・管理した新規融資

の方がより効果的に運用される傾向が強いことが分かっている（IEG、2010c）。既存プロジェク

トの再編は政治的には新規融資よりも容易であり、世銀もすでに取り引きのある政府機関を支援

できるが、以前のプログラムの目標達成に取り組んでいたスタッフがそうしたプログラムの廃止

後に業務継続することは効果的でなく、最終的には資金移転元のプログラムに悪影響を及ぼす場

合が多い2。こうしたマイナス面の評価はあるものの、資金の再配分は、世銀の即時対応力におけ

る大きなブランクを補完することができる3。特に、災害によって融資の当初目的が実行不可能と

なるような大規模な緊急事態でおいて、その傾向は強い（IEG、2010b）。 

 
                                                        
注 
1 ただし、ハイチの政府や組織・制度面の状況から、参加型アプローチの導入が著しく困難であったことも伺える。 
2 IDB による 2004 年評価「予期せぬ自然災害に対する米州開発銀行の業務方針の評価」では、災害関連のプロジ

ェクトにおける融資の再組成をめぐる主要問題を特定し、災害管理を国家開発プログラム策定における最優先項

目とするための対策について提言している。 
3 IDA 借入国には、最も迅速な資金移転システムを利用できる災害リスク繰延引出オプション（CAT-DDO）が適

用されない。 
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5. 災害後フェーズ（フェーズ 3）における教訓 
 

災害後フェーズには、復旧・復興のための活動が含まれ、前段階である災害対応フェーズでの準

備活動が基になっていることが多い。また、災害リスク軽減対策の策定を行う機会ともなり、こ

こで策定した対策はそれに続く災害前フェーズ（次のサイクルのフェーズ 1）で 100％実施する

ことができる。 

 

災害後の復旧・復興は、既存の組織・制度の強化や、短中期的な復興活動の完了のみを任務とす

る時限的な専門機関の設置を通じて行うことが最も望ましい。 
 

災害直後に効果的な新規機関を設置するのは、その活動の任務や期間が明確に定められているの

でなければ、難しい。スリランカ津波災害緊急復旧・復興プログラム（世銀、2009 g）では、災

害直後における復興機関の新規立ち上げが、大きな課題となった。問題となった点として、新機

関がごく短期間で復興任務に着手できるかどうかや、機関としての持続可能性が挙げられる。復

興開発庁はドナーから多額の資金提供を受けたが、能力を最適水準まで高めることができなかっ

たため、政府は最終的に同庁を早期に閉鎖し、その機能を国家建設・不動産インフラ開発省に移

転した。 

 

パキスタンでも同様の状況（世銀、2009 g に比較例として引用）として、2005 年の地震直後に

地震復興庁が設置されたが、こちらは能力構築に優れ、災害への対応も効果的に行うことができ

た。この成功を導いた要因として、同庁が時限的ながら明確な任務を定めて組織され、既存の政

府人材に加え、ドナー援助の下で中心となる専門家を追加的に雇用した点が挙げられる。従って、

同庁は政府主導・ドナー支援型で、政府の他の所轄官庁の全面的な支援を受けた機関とみなされ

た。 

 

既存の機関が最善の選択肢となる場合、政府構造の機能全体における脆弱性、不備、および能力

面の制約に対して、大規模な復旧・復興の取組み前に戦略的な対応が必要となる1。このプロセス

では、プログラムの大規模な実施の前にスタッフの追加増員の推定や合意に配慮する必要がある。

その際、国、地方、現地レベルでのプログラム担当職員の業務負荷増加に関する推定に基づいて

行うべきであろう。 

 

地域主導型の復旧・復興アプローチを通じて、今後のプロジェクトの特定、計画、実施（調達と

資金調達管理を含む）、および事後運営維持に必要な現地の能力向上の大幅な促進が可能 
 

こうしたアプローチに高い費用をかける必要はない。例えば、サモア・サイクロン被害緊急復旧・

復興プログラム（世銀、2009f）では、構造物的手段および非構造物的手段の特定、計画、および

実施に使われたコミュニティ助成金の規模はそれほど大きな額でなくて済むことがわかった。同

プログラムにおいてそれよりも重要だと判明した点は、適切な手段を特定する上での参加型プロ

セスだ。、追加資源を提供し、開発資産が「プロジェクト」完了後も維持・活用されるようにする
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ことについてコミュニティの継続的コミットメントが得られるプロセスが重要になる。中央政府

の省庁は、直接独自の構造または NGO やコミュニティ・ベースの構造（またはその両方）を通

じて、この点で重要な役割を果たした。具体的には、コミュニティが助成の対象となる活動に支

援を受けやすくなったほか、助成金の存在や目的への関心喚起や「マーケティング」、コミュニテ

ィに対する要所でのエンジニアリングや環境など専門的インプットが行なわれ、結果として構築

される資産についてコミュニティのオーナーシップが確立した。 

 

サモアのプロジェクトとは対照的に、スリランカ津波災害緊急復旧・復興プログラムは、社会的

動員の不足が足かせとなった。住宅プログラムの下で村落復旧委員会の設立規定があったものの、

そうした委員会が実際に幅広く設立された、または設立された場合もコミュニティ動員に大きく

貢献したことを示す根拠はほとんどない。この住宅プログラムに関与した NGO も、社会的動員

を重点項目としては実施しておらず、ドナー主導の住宅プログラムの下での請負業者主導の復興

に重点が置かれた。 

 

世銀の住宅部門の戦略的な総合広報ビジョンの下で継続的な情報発信の取組みの構想があったが、

この取組みが実現することはなかった。住宅関連の情報発信ツールとしてはFAQ（よくある質問）

やポスターなど必要に応じて作成されたものがいくつかあったが、効果的な総合発信計画はなか

った。 

 

成果については、中でも、広報活動への戦略的支援が限定的であったため、プログラムおよびそ

の目標が理解されず、その結果、実施支援に対するコミットメントが得られなかった。スリラン

カのプログラムにおけるこうした展開は、情報発信や社会的動員を優先項目として扱い、参加す

る可能性のある者が実際に世銀の支援から恩恵を受けられるようにする必要性を示している。 

 

世銀はコミュニティによる強力な関与を促進するに当っての重要性や難しさを考慮し、社会基金

やコミュニティ主導型開発のアプローチの利用など、適切な手法に関する詳細な助言（世銀、2009 

b）を行った。 

 

自然災害後の大規模なコミュニティ復興の場合、住宅所有者に最大限のオーナーシップやコント

ロールを与えるアプローチの方が、業者主導型よりもはるかに有効（囲み 4） 
 

IEG は、2 度にわたるインドのプロジェクト（世銀、2003、2009b）やトルコ（世銀、2007d）で、

（業者に請け負わせるのではなく）住宅所有者に自宅の再建を管理させることにより、成果を上

げたと報告している。インドでは、住民に自宅の修復資金を支給したところ、大部分の世帯が資

金を効率よく使い、自力でまったく新しい住宅を建てることができた。スリランカ津波災害緊急

復旧・復興プログラムで採用された手法を、住宅所有者自らが主体となって進め、必要な技術協

力による支援が行なわれた。これが成功し、被災コミュニティはプログラムにオーナーシップを

持ち、大きな成果が得られた。多くの受益者は、これに並行して実施されたドナー主導プログラ

ムで用いられた業者請負による再建手法よりも、世銀が採用したシステムの方を好むと述べた。
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世銀アプローチでは、住宅所有者はプログラムで定められた安全指針に従う限り、自ら選択した

仕様で住宅を建設することができ、それがインセンティブとなった。住宅所有者らは、建設や監

督について有用なトレーニングも受け、自宅の再建に参加したことで、強力なオーナーシップと

エンパワーメントを持つことができた2。 

 

囲み 4：住宅所有者主導型の再建の主な利点 

 

• 住宅再建における被災コミュニティのオーナーシップ向上 

• 受益者の選択を取り入れる余地が大（特に建築面） 

• 安全に対する意識の向上 

• 被災コミュニティのスキル育成 

• 再建のスピードアップ（受益者の利益に直結） 

• 建設（特に災害後の再建）が時期をずらして行われることで建材のサプライチェーン逼迫が緩

和され、建材価格の人為的インフレが生じない 

 

出所：世銀、2009 g 

 

住宅所有者による自宅再建支援プログラムは概ね効果があることが明らかとなっているが、こう

したプログラムには住民の中の脆弱層を特定・支援し、支援が行き渡るようにするための特別な

システムが必要 
 

スリランカ津波災害緊急復旧・復興プログラムは、対象となる住宅所有者の自宅の修復・再建の

支援を目的としていた。このプロセスを通じた対象者の選定は概ねうまくいったが（世銀、2009g）、

母子家庭や高齢者などの脆弱層がタイミングよく自宅再建を行うには特別な支援ニーズのあるこ

とが明らかになった。こうした配慮がなければ、脆弱層の状況が不利になると考えられた。しか

し、同プロジェクトでは被災者の中のこうした脆弱層を対象とした特別な対応は行なわれなかっ

た。 

 

（インドの）グジャラート州緊急地震復興プロジェクトにおいても、住宅所有者主導のアプロー

チは人気が高く効果的な復興支援であることが明らかになった。受益者の満足度も高かったこと

から、住宅所有者主導のプログラムは有益であると認知され、実際にそうであったことが伺える。

ただし、すべての住宅所有者が一定の期間内に建設を完了することが前提であったため、受益者

のうちプログラムの期限に間に合わない者は対象外となってしまった。こうした人々の建設コス

トはその後増大（インフレが原因）し、完了率がますます低下する結果となり、二重に不利な状

況が発生した。 
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仮に建設コスト上昇の緩和に協調融資を活用でき、および（または）人道支援機関とのパートナ

ーシップを通じた脆弱世帯の支援や「着手しない人々」のモニタリングや支援が可能であれば、

同プログラムは改善できたであろう。 

 

緊急復旧・復興プロジェクトやプログラムは本来、中期的な対応フェーズにおいて、かなりの時

間的制約の下で策定される可能性が高い。しかし急ぐあまり、プログラムの説明責任と透明性を

確保するシステムがおろそかになってはならない。こうした活動では短期間に多額の実行が行な

われるため、この点が特に重要である。 
 

世銀はアジアにおける津波災害への対応において、透明性向上に向けて様々な対策を推進した。

資金が間違った方向に投入されるリスクを考慮すると、インドネシアで行われたような参加型の

コミュニティ・モニタリングが有用となり得る。インドネシアのケチャマタンにおける開発プロ

グラムや津波災害緊急プロジェクトでは、腐敗を最小限に留めるため、村の掲示板に事業計画と

コストを掲示する、村落委員会に周辺の村の監査に当たらせる、請負業者からの納入数量につい

てコミュニティに実際に確認させる、（匿名の）苦情を処理する強力なグループを配置する、など

の措置が取られた。 

 

フィリピンのビコル電力復旧プロジェクトも、緊急事態対応における借入国と世銀の効率的・効

果的な連携を通じて十分な説明責任手順が確立された好例と言える（世銀、2009d）。同プロジェ

クトは、主要参加機関である TransCo（国営の送電会社）が世銀への説明責任の要件を満たして

いるか否かについての明瞭な評価や、合意に基づいたプロセスの確立を前提としていたので、迅

速で概ね問題なく実施できた。 

 

全体として、同プロジェクトの成功には以下 4 つのアプローチの特性がある。（i）受け入れ機関

との効果的な協力、（ii）機関の能力についての慎重な評価と財務・ガバナンス要件の明確な適用

に裏打ちされた、柔軟性と迅速な対応力、（iii）効果的なセーフガード･マネジメント、（iv）セク

ター改革プロセスへの支援を通じた補完。説明責任のメカニズムについては、TransCo 社の調達

プロセスに関する慎重な検討や世銀の基準に合致した柔軟な合意取り決めを通じて、事前に対応

が行われた。早期評価の後、十分な人員を配置した内部監査チームを通じて、財務管理の手順が

定められた。同チームは、業務の範囲内、また会計検査委員会および TransCo 社との協力の下で

会計上の不備に対応し、プロジェクトを進めていく。なお、こうした不備は、将来 TransCo 社と

のプロジェクトが行われる場合には、その評価の前に解決される。 

 

インド・グジャラート州緊急地震復興プロジェクトも、緊急時の困難な状況下であっても適切な

手順を策定し、支援プログラムの重要な部分として組み込むことができれば、透明性、平等性、

および説明責任が達成可能であることを示している（世銀、2009b）。同プロジェクトでは、100

万軒以上の住宅の修復・再建を支援したが、腐敗関連の苦情や疑惑はごくわずかに留まり、透明

性が確保され、住民の意見もきちんと取り入れられたことが功を奏した。特に重要な要因として

は、被害評価のために採用された手法が挙げられる。「専門性」を必要とする分野だったとはいえ、
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コミュニティの大規模に参加したことで、透明性が実現し、社会から受け入れられた。同プロジ

ェクトのもう一つの重要な側面は、資金を住宅建設の進捗（個々の住宅別）にリンクさせて支給

した点だ。これにより資金が効果的に利用された。このようにリンクさせることがなければ、受

益者が本来の目的以外に資金を使ってしまうリスク、または少なくともそう思われてしまう危険

があった。 

 

それぞれの支援提供機関にとって重要なのは、透明性と説明責任だけではない。様々な国際的ス

テークホルダーのプログラム間の関係も極めて重要だ。同様のニーズを持つコミュニティと世帯

でありながら、プログラムによって異なる扱いを受けると、大きな問題が起こる可能性がある。

この点で、被災者への説明責任は、望ましい協調を実現する上での基盤となる（Bennett 他、2006

／Telford、Cosgrave、2006）。アジアにおける津波災害のケースでは、苦情処理手続きや復旧・

復興プロセスに関する定期的な情報提供を含め、各機関が合同で支援対象国の人々と効果的なコ

ミュニケーションを図ることは、早期の優先事項とされていなかった。国際コミュニティと被災

者間のコミュニケーションや協議は断続的で一貫性がなかったため、情報が錯綜し、結果として

ステークホルダー間で不満が募った。 

 

災害関連のあらゆる活動において、苦情・クレーム処理のための適切なシステムが確実に設置さ

れるようにすることが重要 
 

たとえ説明責任と透明性のメカニズムが効果的であっても、支援対象層の中でも特に脆弱層が決

められた資金等を受け取りにくかったり、支援に対して苦情が出たりする可能性は残る。世銀の

スリランカ津波災害プログラムには、強力な苦情救済メカニズム（GRM）が取り入れられており、

村落、地区、地域レベルで苦情救済委員会が設置され、土地問題など住宅関連の苦情の対処にあ

たった（世銀、2009 g）。住宅被害関連の苦情対応のため、必要な技術スキルを備えた特別地区対

応チームが編成された。同チームは業務の一環として、被害評価チームが作成した当初評価に対

して住宅所有者が異議を申し立てた場合に、住宅価値の再評価を行なう。特別地区対応チームと

被害評価チームは、利害の衝突が発生しないよう、様々な分野の担当官で構成される。ただし、

こうした配慮にもかかわらず、GRM はその力を存分に発揮できなかった。これは主に、苦情の文

書化に不備があったことと、プログラム終了時の地方住宅担当部署の閉鎖の方法に問題があった

ためである。しかし、GRM は説明責任の向上と受益者のための苦情解決の枠組み提供においては

確かに貢献したといえる。囲み 5 で、こうしたシステムの要件や利点を紹介する。 

 

災害後の状況下における柔軟性（特に調達手続きにおいて）やプロジェクトの見直しは、自然災

害関連のプロジェクトにおいて特に重要 
 

災害関連の取組みにおいては、プロジェクトを柔軟に設計することで実施が促進され、プロジェ

クト目標達成の可能性が拡大する。スリランカ津波災害緊急復旧・復興プログラムでは、プロジ

ェクトの設計が柔軟な形で行われた（世銀、2009g）。プロジェクトが進展するにつれ、新たなニ

ーズの特定や優先度決定に基づいて業務範囲や支援分野を調整する可能性があることから、複数
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の偶発的項目が取り入れられた。同プロジェクトは緊急手続きの下、迅速に策定されたが、災害

後のためニーズは頻繁に変わり、そのすべてに対応することは不可能であった。実施完了報告書

（ICR）は、同プロジェクトで用いられた柔軟なアプローチはきちんと機能し、他の緊急支援の

設計にも役立つと結論づけている。 

 

グレナダ・カリブ諸国緊急復旧復興・防災管理プログラム（世銀、2006a）は、緊急復旧需要の

下での柔軟な緊急調達手続きの重要性を示している。柔軟な措置から通常の調達手法に切り替え

るまでの期間は、災害の規模、被災状況、および現地での実施のペースに応じて定めることが求

められる。グレナダのプロジェクトでは、国内の状況に合わせて調達プロセスがハリケーン発生

から 2 年後に通常の手順に戻されており、この原則がみごとに実証された。 

 

緊急復旧融資（ERL）は、準備期間の短い緊急融資であるため、通常の世銀プロジェクトよりも

リスクが高い。火急の際の調達プロセスやその管理については特にその傾向が強く、リスク低減

措置を検討することが重要である。対策の一つとして、プロジェクトの全期間を通じて厳密なフ

ォローを行う調達コンサルタントをスタッフとして確保することが挙げられる。これには比較的

大規模な監督予算が必要となり、この内、相当部分を調達専門家への支払いに充てる必要がある。

このアプローチはイラン・バム地震復興プロジェクトで採用され、ICR は、リスク軽減に大きく

貢献したと評価している（世銀、2010a）。 

 

囲み 5：効果的な苦情救済メカニズムの要件および利点 

 

要件 
• 苦情データの体系的な文書化ととりまとめ 

• 苦情の追跡・救済（対応時間）に関するモニタリング・システム 

• 苦情救済機能に対する中央での監視・管理の一本化、および現地参加型の苦情対応措置の分権

化 

 

利点 
• 苦情解消のスピードアップにより、資金支給・プログラム完了がスムーズに 

• プロジェクト実施の枠組みや手配に、受益者やコミュニティのフィードバックを漸進的に反映 

• 受益者の満足度低下により生じる評判低下のリスクを回避 

 

出所：世銀、2009 g 

 

もう一つの重要な点として、緊急事態における調達プロセスのスリム化を通じた業務遂行の迅速

化が被災国と世銀の双方で必要となることが挙げられる。世銀は内部でファストトラック手順を

導入している場合があるが、借入国はそれに対応した緊急調達プロセスを持たないことが多い。 
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自然災害プロジェクトの成功に貢献したその他の柔軟な調達対策としては、以下が挙げられる。 

 

• プロジェクト立ち上げよりも十分事前に借入国側プロジェクトの中心的スタッフを雇用して、

世銀の手続きについてトレーニングを実施し、プロジェクト承認と同時に迅速な実施が行われ

るようにする（世銀、2010 a）。 

• 「分離・一括発注（スライス＆パッケージ）」アプローチの建設契約を用いる。このアプロー

チの下、大規模プロジェクトをそれぞれ類似した小規模な契約に分割して一斉入札にかけるこ

とにより、大企業と中小企業の両方の関心に対応できるようにする。企業は個別契約（スライ

ス）あるいは数種類の類似契約を一括した契約（パッケージ）のいずれかに入札でき、顧客に

対し最も低価格となる応札組み合わせが落札することになる（世銀、2009 f）。 

• インボイス提出や要件を満たした投資の特定に対するインセンティブがない国では、特に実行

額と支出コストの検証やこれらの支出額を世銀の実行額に転換することに関連して、簡略な財

務管理プロセスの下で小規模なサブプロジェクトを用いる（世銀、2005b）。 

 

自然災害対応のための支援においては、「従来の」開発プロジェクトよりも強力かつ明確な成果重

視のモニタリング・評価（M&E）システムが必要となる。政府の支援に対する受益者の信頼感を

高め、支援金が適正に使用されていることをドナーに対し証明する上で、独立した信頼性のある

モニタリングは極めて重要である。大量の資金が短期間で支出されるため、その効果を体系的に

追跡する方法について懸念が生じるため、緊急時にはこうした対策が特に重要 
 

自然災害関連プロジェクトの期限は、効果的なプロジェクト実施を促進する明確な「成果枠組み」

の中で設定することが重要である（IEG、2011a）。この枠組みには、目標の範囲・特異性、プロ

ジェクトの支援と目標の整合性、目標および測定可能な指標間の関連性、そして効果的 M&E が含

まれる。 

 

スリランカ津波災害緊急復旧・復興プログラムの場合、報告およびモニタリングが様々なレベル

で遂行されたものの、包括的な報告・モニタリング・評価システムの一環として行なわれたわけ

ではなかった。地域レベルでは定期的な報告が行われていたが、有意な評価を行うはずの機関に

対する下からのデータ報告や、それによる上からの戦略指針の情報周知が十分ではなかった。こ

うしたシステムが徹底されていれば、政府がプロジェクトを実施するに当たってさらに大きな支

援となり得ただろう。ICR は、効果的な M&E 報告システムは政策とプロジェクトの両レベルにお

いて、情報に基づいた意思決定を可能にするために極めて重要との教訓を導いている。この教訓

は現実的に思えるが、これはそうしたシステムが用いられた場合の運用や貢献度の評価からでは

なく、そのシステムを導入しなかったことによる不満足な結果かｒ導かれた教訓だ。 

 

ザンビア緊急干ばつ被害復旧・復興プロジェクト（IEG、2007 b）では、第 1 回実施視察団にお

いて、当初のプロジェクト指標の制約に対応するべく取組みが行われた。その後、同プロジェク

トの実施担当部署は、プロジェクト成果指標を追加で特定するよう求められたが、最終的にはそ

の任務を完了できなかった。 
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イラン・バム地震緊急復興プロジェクト（世銀、2010a）は、この分野における望ましい事例と

なった。現在、緊急プロジェクトで成果指標は求められていないが、同プロジェクトでは、こう

したプロジェクトにはめずらしく、M&Eコンサルタントと社会監査担当者が1名ずつ任命された。

ICR は、政府に大型プログラムの経験も、世銀との連携の経験も乏しかったために、復興活動に

おけるリスクの懸念が高まりつつあったが、この任命によりそうした懸念が軽減されたとしてい

る。強力な M&E システムが設計・実施され、政府と世銀への報告義務の遂行に貢献した。この経

験は、成果指標の設定と関連データの収集を通じた進捗確認のために講じ得る対策が存在するこ

とを示している。 

 

世銀は、災害関連プロジェクトにおける M&E アプローチのために具体的なガイドラインを用意し

ている（囲み 6）3。 

 

囲み 6：自然災害支援におけるモニタリング・評価のためのガイドライン 

 

• プロジェクト策定当初に、ステークホルダーと共にモニタリング・評価の対象について定義し、

取り決める。 

• 災害後の状況においては、定性・定量的な複数のアプローチを組み合わせることが M&E に最

も有用となる可能性が高い。参加型の成果モニタリングや小規模な世帯調査の 2 つは、特に有

用な定性ツールだ。 

• 被害評価データは、評価のための基本情報として極めて重要な情報源であり、そのことは機関

間におけるそうした情報の共有促進のさらなる根拠となる。 

• 政府は、プロジェクト・レベルでモニタリングしたい指標に関する指針を各機関に提供すれば、

復興の追跡作業を簡素化することができる。モニタリングの対象となる指標は、復興政策に基

づいて決定する必要がある。 

• M&E のための適正な原則は、災害後の状況だからといって異なるわけではないが、その適用

に当たっては通常よりも柔軟性や想像力が必要とされる。 

• 政府が復興モニタリングのために複数の機関から収集したデータの集計準備ができない場合、

支援機関がセクターや地方単位で協調して独自にモニタリングを行うことを検討すべきであ

る。 

 

出所：世銀、2010c（第 18 章） 

 
                                                        
注 
1 これらの問題は、最近の世界復興会議において議論された（http://www.wrc-2011.org）。 
2 住宅所有者主導のアプローチは、都市部の住宅事情の下では農村部ほど効果的でない場合がある。この問題をめ

ぐっては、2011 年の世界復興会議において最新の議論が行われた。 
3 このガイドラインは、個別の評価情報からというよりも、世銀の経験を含めた、災害管理分野における国際的な

グッド・プラクティスを幅広く検証した結果のようだ。 
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6. 遅発性災害に関する教訓 
 

（繰り返すことの多い）干ばつなど遅発性の災害は、自然災害の下に分類され、固有の課題を伴

う。すなわち、開発と人道支援の問題に同時に対処する戦略の策定・実施が必要とされる。その

ためには、従来連携を苦手としてきた各種機関の間での協力が求められる。 

 

欧州委員会は、サヘルの干ばつへの対応について詳細なレビューを行った（欧州委人道援助局

ECHO、2007）。それによると、サヘルでは危機が起こるたびに、開発事業から緊急時のやり方に

切り替え、また開発事業に戻るというやり方が優勢だったが、うまく機能しておらず、この地方

の脆弱者層の状況にはもはや適切でないことが明らかになった。人道支援機関は災害への対応を

急ぐあまり、現地政府の組織を飛び越えて現地の人々に直接救援を行うことが多かった。このよ

うに現地または国家レベルの代表者にほとんど配慮しなかったため、こうした組織が緊急事態対

応以外で果たす役割まで弱体化してしまった。より迅速に成果を出そうとするあまり、現地で説

明責任を担う機関をおざなりにした結果、もっと有力な現地ステークホルダーが自らの利益のた

めに同プロセスを「乗っ取り」、その結果、現地コミュニティを代表するはずの組織に対する住民

の信頼がさらに低下してしまった。既存の現地組織・制度に投資と強化をしていれば、より長期

間かかったではあろうが、長い目で見れば脆弱性を緩和できたであろう。 

 

サヘル地方の遅発性災害においては、人命救助や災害前の状態への回復を支援するといった人道

支援の従来の役割があまり明確にはならなかった。脆弱なコミュニティがリスクにさらされない

ようにするためのシステムの構築も必要と考えられた。そのため、従来は開発機関の担当分野と

みなされてきた復旧・復興に人道支援機関が入り込み、実質的に「終わりの見えない展開」が生

じた。この担当分野の分断は長年にわたり適正な開発事業の障壁とされてきたが、サヘル干ばつ

は、この分断が解消されないままとなっていることを示す結果になった。それどころか、別々の

予算と行政システム、そしてそれよりも深刻な点として、互いに異なる組織文化と、そのどちら

かへの強烈な帰属感により、分断は助長されている。欧州委員会の調査（ECHO、2007）による

と、連携のために 2 つのアプローチが必要だとする認識はまだ広まっておらず、すでに両分野で

業務を行う一部の NGO の間でしか共有されていない。 

 

欧州委員会の調査では、生計のための持続可能な枠組み1に基づくアプローチの導入が、人道支援

および開発に従事する組織間、および同一組織内における両分野の部署間で連携のチャンスをも

たらす可能性があるとしている。こうしたアプローチは「背景にある貧困のプロセスや原因の体

系的な分析を促す分析的な枠組みとなる。この枠組みだけではないが、その利点は、人々が自ら

考える貧困の定義に着目し、貧困の原因となる、あるいは助長する幅広い要因を考慮するという

点だ」（英国国際開発省・海外開発研究所（DFID-ODI）、1999 年）。基本的な教訓は、サヘル地方

におけるあらゆる計画においては、いずれのイニシアティブでもいずれかの段階（計画・実施中

あるいは完了後）で干ばつが起こることを前提にしていることだ。さらに、プロジェクトやプロ

グラムにおいては、将来ほぼ必然的に干ばつが起きる可能性を考慮していない開発目標を重視す

るよりも、脆弱性や干ばつの影響の両方を軽減することを目ざす必要があるとしている。 
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世銀はこれまでにアフリカ数か国で、干ばつ被害復旧システムの確立を支援してきた。こうした

プロジェクトを評価したところ、欧州委員会のレビューで指摘されている通り、同じ課題が浮き

彫りになっている（ECHO、2007）。例えば、エチオピア緊急干ばつ復旧プロジェクトでは、干ば

つ対応のための国家的システムへの世銀の援助により、公共事業プログラムに多大な支援が行わ

れた。こうした公共事業は本質的に、雇用創出に伴う資金移転を通じた救援、および（コミュニ

ティ）資産基盤の構築を通じた復旧という、2 つの役割を果たした（IEG、2011a／世銀、2007b）。

実施完了報告書（ICR）は、緊急時には救援と復旧の間に存在するトレードオフが一段と顕在化

し、緊急に救援を行う必要性により復旧作業や長期的な「オーナーシップ」および持続可能性の

準備の技術的な質が低下する可能性があると結論づけている。 

 

マラウイ緊急干ばつ復旧・復興プロジェクトの評価も、同様の結論を導いている（IEG、2007a

／世銀、2005a）。迅速な実施という緊急復旧融資（ERL）の要件と、中期的または長期的な災害

管理目標の設定は互いに相容れない。食料危機は早期支援により防止することが可能だが、例え

ば干ばつ多発地域では、政府と世銀は、農家が家畜を売却して種子を使い果たすようになった場

合、早期にその兆しをとらえ、干ばつによる本格的な食糧危機の誘発を回避するべく、迅速に支

援しなければならない。再発性のある災害（干ばつなど）の際の救援は、正確かつ最新のデータ

システムに基づいたものである必要がある。こうしたシステムは、軌道に乗るまで何年にもわた

る技術的支援が必要になる場合もある。従って、効果的な手法や資金支援の選択肢は、短期的対

応と長期的な復興対策の両方に対応したものでなければならない。 

 

ザンビア緊急干ばつ復旧・復興プロジェクトの評価（IEG、2007 b／世銀、2006b）では、さらに

踏み込んで、短期的目標と長期的目標を単一の融資の枠組み内で組み合わせない方がよいとして

いる。他の干ばつプロジェクト同様、活動は危機緩和と長期的な開発の 2 種類の支援の中間に位

置する。同プロジェクトの ICR では、危機緩和活動にさらに明確に焦点を当てた方が、もっと大

きな成果を収めていたはずだとしている。また、世銀が緊急事業に取り組む際は、自らの比較優

位のある予算や収支といった金融分野に注目する必要があるとしている。例えば、政府の緊急時

対応能力を構築すべく、この目的のために十分な特別財源を構築・確保するという支援が挙げら

れる。 

 

 
                                                        
1 持続可能な生計アプローチの概要については、Clark・Carney（2008）を参照。 
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7. 教訓を生かす 
 

IEG が 2006 年にこのテーマで評価報告を発表して以降も、自然災害への対応からの教訓が継続的

に得られている。こうした教訓については、それが最初に得られた災害管理サイクルのフェーズ

ごとに整理している。 

 

最も重要な教訓として、災害多発国の国家開発戦略にリスク軽減と防災強化を盛り込むことの利

点が挙げられる。これらの目標達成のための対策は、災害発生時の対応の実効性を大幅に高める

と考えられる。ただし、リスク軽減と防災による効果についての正式な評価は現時点ではほとん

どないに等しい。 

 

また、自然災害には当然それぞれ独自の特性があるため、本書で示す教訓については個々のケー

スごとに適用できるか否かを慎重に検討する必要がある。個別の状況における妥当性を検討でき

るよう、これらの教訓にはガイドラインを付け、被災国の支援や世銀の援助プログラムがより効

果的かつ効率的に行われるよう配慮した。 

 

自然災害対応の分野におけるプロジェクトやプログラムの経験から得られた教訓の中には、いか

なる分野のプロジェクトにも適用可能なものもあるが、災害プロジェクトは社会、経済、制度、

政府が混乱する中で実施されるので、そうした場合にこれらの教訓が特に重要となる。 

 

また、事前に準備・計画が可能な災害対応プロセスに特化した教訓もいくつかある。これらの教

訓は、災害管理サイクル全般における災害リスク軽減の専門的側面と、被災国と国際機関の両方

において関心を高める必要性に関するものである。リスク軽減は、いずれの災害多発国において

も、全体的な持続可能な開発戦略の中心的な役割を果たす必要があり、それゆえにドナーのプロ

グラムと国家戦略においても重要な要素となる必要がある。 
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