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注：OP および BP 4.36「森林」は、1993 年 9 月付の OP および GP 4.36「森林」を置き換

え、2002 年 10 月 31 日に理事会承認を受けた「世界銀行グループの森林戦略改訂」に基づ

いています。関係するその他の世銀政策としては、OP 4.01「環境アセスメント」、OP 4.04

「自然生息地」、OP 4.10「先住民族」、OP 4.11「有形文化資源」、OP 4.12「非自発的住

民移転」などが挙げられます。これらの OP および BP は、プロジェクトコンセプト審査が

2003 年 1 月 1 日以降に行われたすべてのプロジェクトに適用します。ご質問は、農村開発

局局長または環境局 ESSD 局長にお問い合わせください。 

森林 

 

政策目的 

1. 森林生態系およびその関連資源の管理、保全、持続可能な開発は、豊かな森林に恵

まれている国であるか、又は森林資源が枯渇、もしくはもともと限られている国である

かにかかわらず、永続的な貧困削減と持続可能な開発のために不可欠です。本政策の目

的は、借入人1が持続可能な貧困削減をもたらす森林2の潜在性を活用し、森林を持続可

能な経済開発に効果的に統合し、地域環境および世界環境にとっての森林の重要な有用

性および価値を保護するための支援をすることです。 

                                                   
1
  「世銀」とは、IBRD および IDA を含む。「借入人」とは、非加盟国に対する融資の保証人

となっている加盟国、ならびに保証プロジェクトについては別の金融機関から世銀保証融資

を受けている民間もしくは公共のプロジェクトスポンサーを含む。「プロジェクト」とは、

世銀の融資、クレジット、もしくは保証および IDA 贈与による資金提供を受けているすべ

てのプロジェクトを対象とするが、開発政策融資（これについての環境配慮は OP/BP 8.60

「開発政策融資」に定められている）および債務・債務返済プロジェクトを除く。「プロジ

ェクト」とは、地球環境ファシリティによる融資を受けているプロジェクトおよびその構成

要素も含むが、プロジェクトの準備および実施のための機会拡大を通じて GEF と協力する

資格を有するものとして GEF 評議会が特定した組織（そうした組織は、特に地域開発銀行、

FAO や UNIDO など国連機関を含む）により実行されるプロジェクトは除く。 

2
  定義は付属文書 A で定められている。 



2. こうした目的を達成するために森林の回復や植林開発が必要である場合、世銀は、

生物多様性および生態系機能を維持もしくは強化する森林回復活動を通じて借入人を

支援します。また、森林商品・サービスへの需要の高まりに対応するために、環境面で

適切であり、社会的に有益、かつ経済性のある植林地の造成および持続可能な管理につ

いても、借入人を支援します。 

本政策の範囲 

3. 本政策は、世銀融資を受けた次のような種類の投資プロジェクトに適用します。 

a. 森林の健全性や質に影響を与える、ないしは与えうるプロジェクト。 

b. 人々の権利と福祉3、森林への依存や森林との相互作用に影響を与えるプロジェ

クト。 

c. 公有林、私有林、もしくは共有林のいずれかを問わず、天然林もしくは植林地

の管理、保護、利用に変化を与えることを目的とするプロジェクト。 

国別援助プログラム 

4. 世銀は、環境アセスメント、貧困アセスメント、社会分析、公共支出レビュー、そ

の他の経済・セクター調査を利用して、借入国における森林の経済的、環境的、社会的

重要性を確認します。国別援助戦略（CAS）により森林に重要な影響をもたらす潜在性

が確認された場合、世銀は、そうした影響に取り組むための戦略を CAS に盛り込みま

す。 

世銀融資 

5. 世銀は、重要な森林区域4もしくはそれに関係する重要な自然生息地5の重大な転

換や劣化6を伴うと世銀が考えるプロジェクトには融資を行いません。世銀が重要性

                                                   
3
  プロジェクトによって影響を受ける人々の権利と福祉は、OP 4.10「先住民族」、OP 4.11「有

形文化資源」、および OP 4.12「非自発的住民移転」の要件および手続きとの関係において

評価すべきである。 

4
  「定義」の c を参照。 

5
  OP 4.04「自然生息地」付属文書 A「定義」の b を参照。 



が高くはないと判断した天然林もしくはそれに関係する自然生息地の重大な転換や劣

化を伴うプロジェクトで、当該プロジェクトおよびその事業対象地に対する実行可能な

代替案が存在しないと世銀が判断し、当該プロジェクトからの全体的な便益が環境コス

トを大幅に上回ることが包括的分析により実証された場合、世銀は、適切な緩和策を盛

り込むことを条件として当該プロジェクトへの融資を行うことがあります7。 

6. 世銀は、適用される国際環境条約に反するプロジェクトへの融資は行いません8。 

植林 

7. 世銀は、隣接するもしくは下流の重要な自然生息地も含め、重要な自然生息地の転

換や劣化を伴う植林への融資は行いません。世銀が植林への融資を行う場合、樹木で覆

われていない用地やすでに転換されている土地（プロジェクトを予測して転換された土

地は除く）におけるプロジェクト立地を優先します。植林プロジェクトによって外来種

が持ち込まれる可能性や生物多様性が脅かされる可能性を考慮して、そうしたプロジェ

クトでは、自然生息地への潜在的脅威の防止や緩和が計画されなければなりません。 

商業的収穫 

8. 世銀が商業的収穫プロジェクト9への融資を行うのは、当該収穫による影響を受ける

区域が重要な森林または関連する重要な自然生息地ではないことを、世銀が環境アセス

メントやその他の関連情報に基づいて判断した場合に限られます10。 

                                                                                                                                                     
6
  OP 4.04「自然生息地」付属文書 A「定義」を参照。（転換または劣化の重要性を判断する

際、世銀は予防的措置を適用する；OP 4.04 の第 1 項を参照） 

7
  森林や自然生息地に影響しうるプロジェクトに対する緩和策の策定および実施に関する規

定は、OP 4.01「環境アセスメント」および OP 4.04「自然生息地」を参照。 

8
  OP 4.01「環境アセスメント」第 3 項を参照。 

9
  商業的収穫プロジェクトは、「定義」の d および e で記述されている以外の実施主体によっ

て実施される。 

10
  ただし、主として自然生態系の持続可能な利用のために構築され管理されているカテゴリ

VI 保護区、資源管理保護区の内部で行われるコミュニティによる収穫活動に対しては、世

銀が融資を行う場合がある（「定義」の脚注 2 を参照）。そうした区域への世銀の財政支援

は、当該活動がその区域の開発に適用する法律の下で許可されており、当該活動がその区域



9. 産業規模の商業的収穫プロジェクトが世銀融資を受ける資格を得るには、下記のい

ずれかの条件を満たしていなければなりません。 

a. 世銀にとって許容可能な独立した森林認証制度11により、責任ある森林管理およ

び利用の基準を満たすことが認証されていること。 

b. そうした独立の森林認証制度に基づくプレアセスメントで、当該プロジェクト

が第 9 項(a)の要件をまだ満たしていないと判断された場合、当該基準に係る認

証を得るために世銀にとって許容可能な期限付きの段階的行動計画12に従うこ

と。 

10. 世銀にとって許容可能であるために、森林認証制度は以下の項目を含む必要がある。 

a. 関連法への準拠。 

b. 法律により明文化されているもしくは慣習的な土地保有および使用権ならびに

先住民族および労働者の権利の認識と尊重。 

c. 良好かつ効果的なコミュニティ関係を維持もしくは強化するための方策。 

d. 生物多様性および生態系機能の保全。 

e. 森林から得られる環境に優しい複合的利益の維持ないしは強化のための方策。 

f. 森林利用による環境への負の影響の予防もしくは最小化。 

g. 効果的な森林管理計画。 

h. 関連森林管理区域の積極的なモニタリングと評価。 

                                                                                                                                                     

の管理計画の不可欠な一部を構成する状況下では限定される。そうしたいかなる財政支援も

本 OP の第 12 項に従っていなければならない。 

11
  森林認証制度では、森林管理が明確に定義された基準や実施基準を満たしているかどうかを

判断するために、森林区域が独立した認証機関による検査を受けるプロセスが設けられる。

世銀にとって許容可能な認証制度の要件は、本 OP の第 10 項および第 11 項に記載されてい

る。 

12
  BP 4.36 の第 5 項を参照。 



i.  プロジェクトにより影響を受ける重要な森林区域およびその他の重要な自然生

息地の管理。 

11. 第 10 項の要件に加え、森林認証制度は、独立しており、費用対効果が高く、国家レ

ベルで定められると共に国際的に認められている持続可能な森林管理に関する原則や

基準に対応する客観的かつ測定可能な実施基準に基づいている必要があります。この制

度では、森林管理の実施に対し独立した第三者によるアセスメントの実施が必要です。

さらに、この制度の基準の構築には、地元住民およびコミュニティ、先住民族、消費者・

生産者・保護団体を代表する非政府組織、民間セクターを含むその他の市民社会メンバ

ーからの有意義な参加がなければなりません。認証制度の意思決定手順は、公正で、透

明性があり、独立しており、利害対立を回避するよう考案されたものでなければなりま

せん。 

12. 小規模な土地保有者13により実施される収穫プロジェクト、コミュニティ森林管理

の下で地元コミュニティにより実施される収穫プロジェクト、または共同森林管理制度

の下でそうした主体により実施される収穫プロジェクトに対しても、当該プロジェクト

が下記のいずれかに該当する場合、世銀は融資を行うことがあります。 

a. 影響を受ける地元コミュニティの有意義な参加を得て作成され、第 10 項に記載

されている責任ある森林管理の原則と基準を遵守した森林管理基準を満たして

いること。 

b. そうした基準を達成するために期限付きの段階的行動計画14に従う場合、この行

動計画は、影響を受ける地元コミュニティの有意義な参加を得て作成され、世

銀にとって許容可能なものでなければなりません。 

借入人は、影響を受ける地元コミュニティの有意義な参加を得つつ、そうしたすべてのプ

ロジェクトをモニタリングします。 

                                                   
13

  「小規模」とは、当該国の事情によっても異なるが、一般的には家計部門の森林土地保有の

平均規模に相対する。状況によっては、小規模土地保有者の管理する森林が 1 ヘクタール未

満の場合もあれば、50 ヘクタール以上の場合もある。 

14
  BP 4.36 の第 5 項を参照。 



プロジェクト設計 

13. OP/BP 4.01「環境アセスメント」に従い、投資プロジェクトの環境アセスメント（EA）

において、森林または地元コミュニティの権利と福利に対する当該プロジェクトの潜在

的影響に取り組みます15。 

14. 森林管理を伴うプロジェクトについて世銀融資が提案されている場合、借入人は、

森林セクターにおけるの借入人の全体的な政策枠組み、国内法、制度面の能力、ならび

に森林分野に関係する貧困・社会・経済・環境問題に関する関連情報を世銀に提供しま

す。こうした情報には、借入国の国家レベルの森林プログラムや関連するその他の国家

主導型プロセスに関する情報が含まれているべきです。こうした情報やプロジェクトの

EA
16に基づき、借入人は、プロジェクトの経済的・環境的・社会的目的を果たすための

財政面、法律面、制度面の枠組みを強化するための方策を必要に応じてプロジェクトに

盛り込みます。これらの方策では、特に、政府、民間セクター、地元住民のそれぞれの

役割と法的権利の問題を取り上げます。持続可能な貧困削減のために森林の潜在性を最

も活用できる小規模なコミュニティレベルでの管理アプローチが優先されます17。 

15. 必要に応じて、森林資源を利用するもしくは環境サービスを提供するプロジェクト

の設計には、管理の行き届いた森林からもたらされる産品および環境サービスの内容を

考慮した上で、非木材林産物ならびに関連する林産品やサービスのための新たな市場や

マーケティング体制が構築される見通しについての評価も含められます。 

                                                   
15

  「定義」の d を参照。 

16
  森林プロジェクトへの EA カテゴリ分類に関する記載は、BP 4.36 の第 3 項を参照。 

17
  BP 4.36 の第 4 項を参照。 

 

本政策は世銀スタッフの使用に供するために作成されたものであり、必ずしも、対象事項への対応全てを

記載するものではありません。世銀スタッフは組織情報サービスセンター（IISC）、一般の方は情報セン

ター（PIC）において追加コピーを入手することが可能です。 

 


