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注：OP と BP 4.01 を合わせて、OMS 2.36「世界銀行業務の環境的側面」、OD 4.00 付属文

書 A「環境アセスメント」、OD 4.00 付属文書 B「ダム・貯水池プロジェクトの環境政策」、

OD 4.01「環境アセスメント」、および次に掲げる業務覚書、すなわち「環境アセスメント：

借入人と影響を受けるグループおよび関連現地 NGO との協議の取り扱いに関するスタッ

フへの指示」（4/10/90）、「環境アセスメント：理事会への環境アセスメントの発表に関

するスタッフへの指示」（11/21/90）、「理事会への環境アセスメント提出」（2/20/91）、

を置き換えます。これらの文書に関係する追加情報は、「環境アセスメントソースブック」

（ワシントン DC：世界銀行、1991）および環境セクター評議会から順次発行される更新版、

ならびに「汚染防止・削減ハンドブック」に記載されています。環境に関するその他の世

銀文書は、OP/BP 4.02「環境行動計画」、OP/BP 4.04「自然生息地」、OP 4.07「水資源管

理」、OP/BP 4.09「害虫管理」、OP/BP 4.10「先住民族」、OP/BP 4.11「有形文化資源」、

OP/BP 4.12「非自発的移転」、OP/BP 4.36「森林」、OP/BP 10.04「投資業務の経済的評価」

などがあります。これらの OP および BP は、1999 年 3 月 1 日以降に最初の PID が発行さ

れるすべてのプロジェクトに適用します。ご質問は、環境セクター評議会議長にお問い合

わせください。 

 

環境アセスメント（EA） 

1. 世銀1は、世銀融資が検討されているプロジェクトについて、環境面からの健全性・

持続可能性を確保すると共に、より良い意思決定プロセスに結びつけるため、環境アセ

スメント（EA）の提出を求めています。 
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  「世銀」とは、IBRD および IDA を含む。「EA」とは、OP/BP 4.01 に定める全てのプロセ

スを指す。「融資」とは、IDA 融資および IDA 贈与を含む。「借入人」には、保証業務に

おいては、他の金融機関から世銀が保証する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、開発政策融資業務（これに関する環境面の

規定は OP/BP 8.60「開発政策融資業務」に定められている）を除いた、世銀の融資もしくは

保証による資金提供を受けたすべての業務が対象であり、柔軟性を持つ融資、すなわちアダ

プタブル･プログラム融資（APL）および学習・イノベーション融資（LIL）に基づくプロジ

ェクト、ならびに地球環境ファシリティに資金提供されたプロジェクトおよび構成要素も含



2. EA の手続では、プロジェクトの性質、規模、潜在的な環境影響に応じて分析の範

囲・詳細さの程度・種類が決定されます。EA では、プロジェクトの影響範囲2における

潜在的な環境面のリスクと影響を評価した上で、プロジェクトの代替案を検討すると共

に、負の影響の防止、最小化、緩和のための対策実施、もしくは補償ならびに正の影響

の強化によってプロジェクトの選択・立地・計画・設計・実施を改善する方法を明示し

ます。また、EA にはプロジェクト実施期間を通じて環境に与える負の影響を緩和・管

理するプロセスも含まれています。世銀は、実行可能である限り、緩和策や補償策より

も予防策が望ましいと考えています。 

3. EA では、自然環境（大気、水、土地）、人間の健康と安全、社会的側面（非自発

的移転、先住民族、有形文化資源）3、国境を越える地球規模の環境問題4が検討されま

す。また、EA では自然及び社会的な事項を総合的に考えます。プロジェクトや国ごと

の条件の相違、国別環境調査の結果、国家の環境行動計画、借入国の全体的な政策の枠

組み、国内法、環境及び社会的な事項に関係した制度面の能力、関連する国際環境条約・

協定のうち借入国のプロジェクト実施に適用される義務も検討対象となります。世銀は、

こうした借入国の義務に反する事項が EA で明確になった場合、当該プロジェクトに対

しては融資を行いません。EA はプロジェクト形成のできるだけ早い段階で開始され、

プロジェクトの経済的、財務的、制度的、社会的、技術的側面と密接な関連を保ちつつ

分析されます。 

4. 借入人は EA 実施の責任を負います。カテゴリ A プロジェクト5については、借入人

が、当該プロジェクトに関連のない独立した EA専門家をEA 実施のために雇用します6。

                                                                                                                                                     

む。プロジェクトについては、融資契約の別表 2 に記述される。本政策は、資金調達源にか

かわらずプロジェクトのすべての構成要素に適用される。 

2
  定義は付属文書 A を参照。プロジェクトの影響領域は、環境専門家の助言を得て決定され、

EA 実施要領に記載される。 

3
  OP/BP 4.12「非自発的住民移転」、OP/BP 4.10「先住民族」、および OP/BP 4.11「有形文化

資源」を参照。 

4
  地球規模の環境問題には、気候変動、オゾン層破壊物質、国際水域汚染、生物多様性への負

の影響が含まれる。 

5
  スクリーニングについては、第 8項を参照。 

6
  EA を当該プロジェクトの経済的、財政的、制度的、社会的、技術的分析と密接に関連させ

ることで、（a）プロジェクトの選択、立地、設計の決定に際して、環境への配慮に十分な



カテゴリ A プロジェクトの中でもリスクの高いプロジェクトや議論の分かれるプロジ

ェクト、あるいは重大かつ多面的な環境面の懸念を伴うプロジェクトについては、通常、

借入人は国際的に認知され、かつ独立した立場の環境専門家から成る諮問委員会を設置

し、EA に関連するあらゆる側面についてプロジェクトへの助言を得ます7。この諮問委

員会の役割は、世銀が当該プロジェクトの検討を開始した時点における、プロジェクト

準備の進捗度合い、及び既に完了した EA 作業の内容や質によって決まります。 

5. 世銀は、世銀の定める EA 要件を借入人に助言します。世銀は EA の検討内容及び

提言内容を検討し、当該プロジェクトに対する世銀融資の手続きを進めるに際して十分

な根拠が示されているか否かを判断します。世銀がプロジェクトに関与する前に借入人

が EA 作業の全部もしくは一部を完了している場合、世銀は EA の検討を行い、本セー

フガード政策との合致につき確認します。また、必要に応じて、公開協議や情報公開を

含む追加の EA 作業を要求する場合があります。 

6. 「汚染防止・削減ハンドブック」には、汚染の防止・削減策や世銀として通常許容

可能な排出基準が記載されています。しかし、借入国の法制度及び現地事情も考慮し、

ハンドブックとは異なる排出水準や汚染防止・削減アプローチが EA で提言される場合

があります。この場合、EA 報告書では、それら特定のプロジェクトやサイトに適用さ

れた排出水準およびアプローチについて、その正当性を示す十分かつ詳細な根拠が説明

される必要があります。 

EA 文書 

7. 世銀が EA 要件の充足につき確認を行う場合、プロジェクトの内容に応じて、環境

影響評価（EIA）、地域別もしくはセクター別の EA、環境監査、災害・リスクアセスメ

ント、環境管理計画（EMP）などの文書が活用されます8。EA では、必要に応じて、こ

                                                                                                                                                     

重みが置かれること、（b）EA によってプロジェクトの手続きが遅延しないこと、を確保す

る。ただし借入人は、EA 活動の実施に個人もしくは組織を従事させる際は、いかなる利害

の衝突も回避されることを確保する。たとえば、独立した EA が要求される場合、工学的設

計の作成に雇われたコンサルタントには EA を実施させない等である。 

7
  諮問委員会（OP/BP 4.37「ダムの安全性」で要求されているダム安全委員会とは異なる）は、

特に（a）EA の実施要領、（b）EA準備の主な問題点と方法、（c）EAの提言と検討結果、

（d）EAの提言の実施、および（e）環境管理能力の構築、の側面に関して借入人に助言す

る。 

8  これらの用語は付属文書 A で定義されている。 



うした文書の 1 つもしくは 2 つ以上、あるいはそれらに含まれる情報を利用します。当

該セクターまたは地域に対して影響をもたらす可能性のあるプロジェクトの場合、個別

のセクターまたは地域を対象とした EA が必要となります10。 

環境スクリーニング 

8. 世銀は、適切な EA の範囲と内容を決定するために、各プロジェクト案について環

境スクリーニングを実施します。世銀はプロジェクトの種類・場所・脆弱性・規模、な

らびに潜在的影響の性質や程度に基づき、プロジェクト案を次のような 4 つのカテゴリ

に分類します。 

a. カテゴリ A：環境に対して、重大11、複雑、または前例のない負の影響が想定さ

れるプロジェクトは、カテゴリ A に分類されます。このような影響は、物理的

に作業が行われるサイトや施設よりも広範囲に及ぶ可能性があります。カテゴ

リ A プロジェクトの EA では、当該プロジェクトが環境に与える潜在的な負の

影響と正の影響を検討し、そうした影響を実行可能な代替案（「プロジェクト

を実施しない」案も含む）による影響と比較した上で、負の影響の防止、最小

化、緩和、もしくは補償により、環境面の状況改善のために必要な方策を提言

します。カテゴリ A プロジェクトでは、借入人が報告書作成の責任を負います。

通常、この場合の報告書は EIA（または相応の包括性を備えた地域別もしくは

セクター別の EA）であり、必要に応じて、第 7 項で言及されている他の文書の

構成要素も盛り込まれます。 

b. カテゴリ B：人間あるいは環境の観点から重要な区域（湿地、森林、草地、そ

の他の自然生息地など）に対する負の環境影響がカテゴリ A より小さいプロジ

ェクトは、カテゴリ B と分類されます。これらの影響は、そのサイトのみに特

定され、不可逆的なものがあるとしてもごくわずかであり、ほとんどの場合、

緩和策はカテゴリ A プロジェクトよりも容易に立案可能です。カテゴリ B プロ

ジェクトの EA の範囲はプロジェクトごとに異なりますが、カテゴリ A の EA
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  セクター別・地域別 EA の利用に関するガイダンスは「EA ソースブック」更新情報の 4 号

および 15 号に記載されている。 

11
  潜在的影響が「重大」とみなされるのは、不可逆的でありうる場合（主要な自然生息地の喪

失をもたらすなど）、あるいは OP 4.04「自然生息地」、OP/BP 4.10「先住民族」、OP/BP 4.11

「有形文化資源」、または OP 4.12「非自発的住民移転」で扱われている問題を引き起こし

得る場合である。 



と比べると狭くなっています。カテゴリ A の EA と同様に、当該プロジェクト

が環境に与える潜在的な負の影響と正の影響を検討し、負の影響を防止・最小

化・緩和する、もしくは補償や環境状況の改善を図るために必要な方策を提言

します。カテゴリ B の EA における情報及び検討結果は、プロジェクト文書（プ

ロジェクト審査文書およびプロジェクト情報文書）に記載されます12。 

c. カテゴリ C：環境に与える負の影響が最小限であるか、存在しないと考えられ

るプロジェクトは、カテゴリ C と分類されます。カテゴリ C プロジェクトにつ

いては、スクリーニング以降、EA 手続の実施は必要ありません。 

d. カテゴリ FI：環境に対して負の影響を及ぼす可能性のあるサブプロジェクトが

含まれ、金融仲介者を通じて世銀融資が行われるプロジェクトは、カテゴリ FI

と分類されます。 

特別な種類のプロジェクトに関する EA 

セクターローン 

9. セクターローン（SIL）13の場合には、各サブプロジェクトの準備期間中に、プロジ

ェクト調整機関もしくは実施機関が、国別要件および本セーフガード政策の要件に従っ

                                                   
12

  特定の環境問題のいずれかについて特別な注意が必要であることが、スクリーニングのプロ

セスで判断された場合、もしくは国内法で要求されている場合は、カテゴリ B の EA におけ

る検討結果が独立した報告書に記載されることもある。そうした報告書では、プロジェクト

の種類あるいは影響の性質や程度に応じて、たとえば限定的な環境影響評価、環境緩和・管

理計画、環境監査、ハザードアセスメントなどが含められる。環境面で脆弱な地域ではなく、

問題の範囲が狭く十分に定義され理解されているカテゴリ B プロジェクトについては、世銀

は、EA 要件の履行について代替アプローチを受け入れる場合がある。たとえば、小規模工

場や農村作業場における環境に優しい設計基準、立地基準、もしくは汚染基準、住宅プロジ

ェクトにおける環境に優しい立地基準、建設基準、もしくは検査手順、道路修復プロジェク

トおける環境にやさしい運用手順など。 

13
  SIL は、通常、年間投資計画またはプロジェクト期間の課程における時間で区切られた、サ

ブプロジェクトが策定され、実施される。 



て適切な EA を実施します14。世銀は、調整機関もしくは実施機関が（a）サブプロジェ

クトのスクリーニング、（b）EA を実施するために必要な専門知識の確保、（c）個々

のサブプロジェクトに関する EA 検討結果のレビュー、（d）緩和策（該当する場合、

EMP を含む）の実施の確保、及び（e）プロジェクト実施期間中の環境モニタリング、

に関する実施能力を審査し、必要に応じてそうした能力を強化するための措置を SIL に

盛り込みます15。EA を実施するための能力が不十分と世銀が判断した場合、すべてのカ

テゴリ A のサブプロジェクト、および必要な場合にはカテゴリ B のサブプロジェクト

についても、EA 報告書を含めて、世銀による事前の検討および承認が必要となります。 

金融仲介融資 

10. 金融仲介融資（FI）案件の場合、世銀は、金融仲介者に対し、サブプロジェクトの

スクリーニングを行い、エンドユーザーが各サブプロジェクトについて適切な EA 実施

を確保するよう求めます。サブプロジェクトの承認に先立ち、金融仲介者は、サブプロ

ジェクトがしかるべき国家／地方当局の環境要件を満たしており、本 OP およびその他

の適用される世銀環境政策にも合致していることを（金融仲介者職員、外部専門家、も

しくは既存の環境機関を通じて）確認します16。 

11. FI 案件の審査に当たっては、世銀は、当該プロジェクトに関連する借入国の環境要

件の妥当性、及びサブプロジェクトに対する EA の実施状況をレビューします。その場

合、環境スクリーニングや EA 結果のレビューについて、その仕組みと責任も含めて検

討される必要があります。必要と判断される場合、世銀はそれらの EA 適用体制を強化

する仕組みがプロジェクトに含まれるよう求めます。カテゴリ A のサブプロジェクトが

含まれると予想される FI プロジェクトでは、世銀による審査に先立ち、本事業の金融
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  これに加え、個々のサブプロジェクトの EA では対処できないセクター全体の問題がある場

合（そして特にカテゴリ A のサブプロジェクトが当該 SIL に含まれそうな場合）には、借

入人は世銀による SIL 審査の前にセクター別 EA の実施を必要とされることがある。 

15
  規制要件または世銀にとって許容可能な契約約定に従ってこうした検討業務のいずれかが、

調整組織もしくは実施機関以外の組織によって実施される場合、世銀はそうした代替的な取

決めを審査するが、サブプロジェクトが世銀の要件を満たしていることを確保する最終的な

責任は引き続き借入人／調整組織／実施機関が負う。 

16
  FI 業務の要件は EA プロセスから導かれ、本 OPの第 6 項の規定と一貫している。EA プロセ

スでは、検討されている融資の種類、予想されるサブプロジェクトの性質と規模、サブプロ

ジェクト所在地の管轄区域における環境要件が考慮に入れられる。 



仲介者はサブプロジェクトに関する EA 作業の制度面や仕組み（必要に応じて、能力強

化策の特定を含む）に関する評価を書面で世銀に提出します17。EA を実施するための能

力が不十分であると世銀が判断した場合、すべてのカテゴリ A サブプロジェクト、及び

必要な場合はカテゴリ B サブプロジェクトについても、EA 報告書も含めて、世銀によ

る事前の検討および承認が求められます18。 

OP 8.00 に基づく緊急を要する事業 

12. OP 4.01 に定める政策は、通常は OP/BP 8.00「危機的状況や非常事態への迅速な対応」

に基づく緊急プロジェクトにも適用されます。しかし、本政策のいずれかの要件に従う

ことによって、緊急事業の目的を効果的かつタイムリーに達成することが困難となる場

合、世銀は当該プロジェクトをそうした要件の適用から免除することができます。この

ような適用除外の正当性を示す根拠は、融資契約に記録されます。ただし世銀は、いか

なる場合も、尐なくとも（a）環境配慮が必ずしも十分でない状況下で、当該緊急事業

に対する影響度合いにつき、当該プロジェクトの準備の一環として判断すること、なら

びに（b）必要な是正措置を当該緊急事業もしくは将来の融資事業の中に組み入れるこ

と、を求めます。 

制度面の能力 

13. 借入人の法的もしくは技術的な能力がプロジェクト案の EA に関係する重要な業務

（EA の検討、環境モニタリング、検査、緩和策の管理など）を遂行するために不十分

である場合、そうした能力を強化するための項目が当該プロジェクトに盛り込まれます。 

公開協議 

14. IBRD または IDA による融資が検討されているカテゴリ A および B のすべてのプロ

ジェクトは、EA の実施過程において、借入人がプロジェクトの影響を受けるグループ

および現地非政府組織（NGO）とプロジェクトの環境的側面について協議すると共に、
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  審査後にプロジェクトに含められる金融仲介者は、参加条件と同じ要件に従う。 

18
  カテゴリ B のサブプロジェクトに関する事前検討の基準は、当該サブプロジェクトの種類や

規模、金融仲介者の EA の能力といった要因に基づいており、当該プロジェクトの法的合意

書に記載される。 



これら関係者の見解を考慮しつつ EA を実施します19。借入人は、そうした協議をでき

るだけ早い段階に開始します。カテゴリ A プロジェクトについて、借入人は、（a）環

境スクリーニング後すぐ、なおかつ EA の TOR の最終決定前、および（b）EA 報告書

のドラフトが作成された時点、の尐なくとも 2 回、これらのグループとの協議を行いま

す。さらに、プロジェクト実施期間を通じて、借入人は、そうしたグループに影響を与

える EA 関連の問題を説明するために、必要に応じて協議を行います20。 

情報公開 

15. IBRD または IDA による融資が検討されているカテゴリ A および B のすべてのプロ

ジェクトについて、借入人とプロジェクトの影響を受けるグループおよび現地 NGO が

有意義な協議を行うために、借入人は、協議に先立ち、協議相手となるグループにとっ

て理解しやすく入手しやすい形式および言語により、関連資料を適切なタイミングで提

供します。 

16. カテゴリ A プロジェクトの場合、借入人は、最初の協議でプロジェクトの目的・内

容・潜在的影響の概要を提供すると共に、EA 報告書ドラフトの作成後に行われる協議

では EA の結論の概要を提供します。さらに、カテゴリ A プロジェクトについて、借入

人は、影響を受けるグループおよび現地 NGO が利用できる公共の場で EA 報告書のド

ラフトを入手できるようにします。SIL案件およびFI案件では、借入人／金融仲介者が、

カテゴリ A のサブプロジェクトに関する EA 報告書について、影響を受けるグループお

よび現地 NGO が利用できる公共の場で入手できるよう確保します。 

17. IDA 融資が検討されているカテゴリ B プロジェクトに関する報告書も、プロジェク

トの影響を受けるグループおよび現地 NGO が入手可能となるようにします。IBRD ま

たは IDA による融資が検討されているプロジェクトのカテゴリ A の報告書、ならびに

IDA 融資が検討されているプロジェクトのカテゴリ B の EA 報告書が、借入国で一般に

入手可能となり、かつ世銀に正式に提出されることが、当該プロジェクトに対して世銀

が審査を実施するための必要条件となります。 

18. 借入人がカテゴリ A の EA 報告書を世銀に正式に送付すると、世銀は、当該報告の

概要（英語）を理事（ED）に配布するとともに、報告書が InfoShop を通じて入手出来
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  NGO に対する世銀のアプローチに関しては、GP 14.70「世銀支援活動への非政府組織の関与」

を参照。  

20 重要な社会的要素を含むプロジェクトの場合は、OP/BP 4.10「先住民族」および OP/BP 4.12

「非自発的住民移転」など、他の世銀政策によっても協議が必要とされます。 



るようにします。借入人がカテゴリ Bの EA報告書を世銀に正式に送付した後、世銀は、

報告書が InfoShop を通じて入手出来るようにします22。世界銀行 InfoShop を通じた世銀

による EIA 公開について借入人が異議を唱えた場合、世銀スタッフは、（a）IDA プロ

ジェクトの場合は手続きを中断すると共に、（b）IBRD プロジェクトの場合には、その

後の進め方について理事の意見を仰ぐことになります。 

実施 

19. プロジェクト実施期間中、借入人は、（a）プロジェクト文書に記載の通り、EMP

の実施を含めて、EA の検討結果に基づき世銀と合意された方策が遵守されているか、

（b）緩和策の状況、および（c）モニタリングプログラムに基づく調査結果に関して報

告を行います。世銀は、合意文書、EMP、その他のプロジェクト文書に記載されている

方策も含め、EA の検討結果及び提言に基づき、プロジェクトの環境面に関する監理を

行います23。 
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  世銀の公開手順に関する詳細は、「世界銀行の情報開示方針」を参照。移転計画および先住

民族発展計画の公開に関しての具体的な要件は、OP/BP 4.10「先住民族」および OP/BP 4.12

「非自発的住民移転」に定められている。 

23
  OP/BP 13.05「プロジェクトの監理」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。 

 

http://go.worldbank.org/TBJ90J46C0

