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本業務手続は、OP/BP8.00「危機的状況や非常事態への迅速な対応」（2007 年 3 月）にの発

行を受けて 2007 年 3 月に更新された。また、2004 年 8 月に発行された OP/BP8.60 の要件と

一貫性をとるために 2004 年 8 月にも修正されている。それらの変更についてはこのリンク

から参照可能である。 

 

注：OP および 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。環境関連のその他の世銀声

明文書としては、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「非自発的住民移転」、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、1998 年 3 月 1 日以後に最初の

PID が発行された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

長にお問い合わせ下さい。 

環境アセスメント 

 

1. 世銀融資プロジェクトが提案されている業務の環境アセスメント(EA)は借入人の責

任において行われます。世銀1スタッフは、適宜、借入人を支援します。地域局は、地
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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。「プロジェクト」とは、開発政策融資（これについての環境面の規定は OP/BP 8.60

「開発政策貸付」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、融通の利く融資、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



域環境セクターユニット（RESU）2と協議しつつ、また必要に応じて環境局（ENV）の

支援を受けて、世銀による EA の検討につき取りまとめを行います。 

環境スクリーニング 

2. RESU と協議の上で、タスクチーム（TT）がプロジェクト案の種類、場所、脆弱性、

規模3、ならびに潜在的影響の内容と影響程度を検討します。プロジェクトサイクルの

最初の段階で、TT が、RESU の同意を得た上で、プロジェクト案を当該プロジェクトに

伴う潜在的な環境リスクを反映した 4 つのカテゴリ（A、B、C,または FI。OP 4.01 第 8

項を参照）のいずれかに分類します。プロジェクトは最も深刻な負の影響をもたらす可

能性のある構成要素に従って分類されるため、二重分類（A/C など）は行いません。 

3. TT が、プロジェクトコンセプト文書（PCD）および最初のプロジェクト情報文書

（PID）に、（a）重要な環境問題（住民移転、先住民族、有形文化資源に関する問題も

含む）、（b）プロジェクトの分類、EA の種類、必要とされる EA 文書、（c）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）との協議案（協議日程案

を含む）、（d）EA の実施スケジュール案、を記載します4。TT は、プロジェクトの EA

                                                                                                                                                     

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む。「融資」とは、IDA

信用貸付および IDA 贈与を含む。「借入人」には、保証業務においては世銀による保証付

きの融資を別の金融機関から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。「プロジェクトコンセプト文書」とは、初期検討ペーパーを含む。「プロジェクト審査

文書」とは、総裁の報告および提案（総裁報告）を含む。 

2
  1998 年 11 月現在、地域環境セクターユニットは以下のとおりである。AFR－環境グループ。

EAP、SAR、ECA－環境セクターユニット。MNA－農村開発・水・環境セクターユニット。

LCR－環境・社会的に持続可能な開発セクターユニット。 

3
  「場所」とは、湿地、森林、その他の自然生息地など環境面で重要な区域の近傍や侵食する

地域を指す。「規模」は、地域局スタッフがその国の状況から判断する。「脆弱性」とは、

不可逆的な影響を持ちうるプロジェクト、脆弱な少数民族に影響しうるプロジェクト、非自

発的住民移転を伴いうるプロジェクト、あるいは有形文化資源に影響しうるプロジェクトを

指す。詳細は「環境アセスメントソースブック、更新通知第 2 号：環境スクリーニング」（環

境局から入手可能）を参照。 

4
  環境カテゴリーおよび EA プロセスを決定する融資手続きの内容については、OP/BP 10.00

「投資プロジェクト：案件形成から理事会まで」を参照。 



分類を「世銀・IDA プロジェクトの月次業務概要」（MOS）でも報告し、当該プロジェ

クトの環境データシート（EDS）5を作成します（必要に応じて更新も行う）。カテゴリ

A プロジェクトについては、EDS が四半期毎の付属文書として MOS に含まれます。 

4. プロジェクト準備期間中にプロジェクトが修正される、または新しい情報が入手可

能となった場合、TT は、RESU と協議の上で、当該プロジェクトを再分類すべきかどう

かを考慮します。再分類された場合、TT は新たな分類を反映すべく PCD/PID および EDS

を更新し、新たな分類の根拠を記録します。MOS に記載される新分類には、修正され

たことを示すために、「(R)」を添えます。 

5. OP 8.00「危機的状況や非常事態への迅速な対応」6に基づいて手続きが進められる

緊急を要する業務に対して、この政策の適用を免除するには、ENV 議長および法務局

（LEG）7と協議を経て、地域局副総裁（RVP）の承認を受けなければなりません。 

EA の準備 

6. PCD の作成中、TT が EA の範囲8ならびに必要とされる EA 報告書の手順、スケジ

ュール、概要について借入人と協議します。カテゴリ A プロジェクトでは、通常、上記

の目的で環境専門家による現地視察が必要となります9。プロジェクトコンセプト審査

の時点で、RESU が PCD／PID の環境面に関する正式な許可を与えます。カテゴリ B プ

ロジェクトでは、コンセプト審査おいて環境管理計画（EMP）が必要であるかどうかが

決定されます。 

                                                   
5
  EDS については、付属文書 A を参照。 

6
  OP 4.01 第 13 項を参照。 

7
  LEG の意見は当該プロジェクトの法務担当者を通じて提供される。 

8
  セクター投資業務や金融仲介業務については、世銀および借入人のスタッフは複数のサブプ

ロジェクトが与え得る重大な累積的影響の可能性を考慮する必要がある。 

9
  環境専門家によるそうした現地視察は、一部のカテゴリ B プロジェクトについても望ましい

場合がある。 



7. EA はプロジェクトの準備で欠くことのできない部分です。必要に応じて、TT が借

入人による EA 報告書の実施要領（TOR）作成を支援します10。RESU が調査 TOR の範

囲を審査し、特に省庁間の十分な調整や影響を受けるグループおよび現地 NGO との協

議が規定されていることなどを確認します。TOR および EA 報告書の作成を支援するた

め、TT は借入人に「カテゴリ A プロジェクトに求められる環境アセスメント報告書の

内容」および「環境管理計画」の両文書を提供します11。世銀および借入人のスタッフ

は、汚染の防止・削減策や世銀にとって通常許容可能な排出水準が記された「汚染防止・

削減ハンドブック」を適宜参照します。 

8. カテゴリ A プロジェクトについて、TT は借入人に対し、EA 報告書を英語、フラン

ス語、もしくはスペイン語のいずれかで、EA 報告書の要旨を英語で世銀に提出するよ

う通知します。 

9. すべてのカテゴリ A プロジェクト、および IDA 融資が提案されており個別の EA 報

告書が作成されるカテゴリ B プロジェクトの場合、TT は借入人に対し、（a）世銀がプ

ロジェクト審査に進む前に、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 報告書が入手可能となり、世銀に正式に提出されなければならないこと、（b）

世銀はEA報告書の正式受領後すぐに同報告書を世銀 InfoShopを通じて一般に公開する

こと、を書面で通知します12。 

10. プロジェクトの設計段階において、TT が、OP 4.01 の要件に従った EA の実施に関

して借入人に助言します。TT および法務担当者は、国内法または国際環境条約・協定

（OP 4.01 第 3 項で言及されている）とプロジェクトとの整合性に関して問題があれば

特定します。 

検討と情報公開 

11. 借入人がカテゴリ A またはカテゴリ B の EA 報告書を世銀に正式に提出すると、地

域局が報告書全文の写しをプロジェクトファイルに加えます。さらに地域局は、カテゴ

リ A の EA 報告書の要旨（英語）を理事会事務局にも送付します。その際、要旨および

                                                   
10

  「ガイドライン:世界銀行借入人によるコンサルタントの選択と雇用」（ワシントン DC：世

界銀行）に従い、借入人が EA 報告書の作成または諮問委員として雇用したコンサルタント

について TT は適格性を審査し、受容可能であれば異議がない旨を示す。 

11
  この両文書については、OP 4.01 付属文書 B および C を参照。 

12
  OP 4.01 第 19 項および「世界銀行の情報公開に係る政策」を参照。 

http://go.worldbank.org/TBJ90J46C0


報告書全文が（a）借入人によって作成されたものであり、世銀による評価も承認も受

けておらず、（b）審査期間中に変更される可能性があること、を確認する通達メモを

表紙に添えます。カテゴリ B の EA の結果は、個別の報告書が作成されない場合、PID

の中で要約されます。 

12. カテゴリ A および B のプロジェクトについては、TT および RESU が EA の結果を

検討し、EA 報告書が借入人と合意した TOR に整合していることを確保します。カテゴ

リ A プロジェクトおよび IDA 融資が提案されており独立した EA 報告書が作成される

カテゴリ B プロジェクトについては、上記の検討において、影響を受けるグループおよ

び現地 NGO との協議の性質やそうしたグループの意見が考慮される度合い、環境影響

の緩和・モニタリング策を含む EMP および必要に応じて制度面の能力強化のための方

策につき、特に注意が払われます。検討結果が満足のいくものでなかった場合、RESU

は地域局に対し、（a）審査ミッションを延期すること、（b）ミッションを予備審査ミ

ッションとみなすこと、または（c）審査ミッションで一定の問題を再度調査すること

を提言できます。RESU はカテゴリ A の報告書の写しを ENV に送付します。 

13. カテゴリ A および B のすべてのプロジェクトについて、TT が EA の状況を PCD/PID

に掲載し、主要な環境問題がどのように解決されたか、あるいはどのように対処される

予定であるかを説明するほか、EA 関連の条件が提案されていればそれを示します。TT

が世銀 InfoShop にすべての EA 報告書を各 1 部送付します。 

14. プロジェクト決定段階で、RESU は、LEG 作成の法律文書のドラフトにおける取り

扱いも含め、プロジェクトの環境面について、正式な許可を与えます。 

プロジェクト審査 

15. カテゴリAプロジェクトおよび IDA融資が提案されており別途の報告書が作成され

るカテゴリ B プロジェクトについては、通常、世銀が正式に送付された EA 報告書を受

領してレビューを実施した後（第 11-13 項を参照）に、審査ミッションは開始されます
13。カテゴリ A プロジェクトについては、関連する専門知識を備えた 1 人以上の環境専
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  例外的に、RVP が ENV 議長の事前合意を得た上で、カテゴリ A の EA 報告書の受領前に審

査ミッションの開始を許可することができる。その場合、プロジェクトに対する RESU の正

式な許可は、審査が終了して交渉が開始される前に、プロジェクトの進行を継続することに

ついて十分な根拠となる EA 報告書を世銀が受領することが条件となる。 



門家が審査ミッションチームに含まれます14。いかなるプロジェクトでも、審査ミッシ

ョンでは、（a）借入人と共に EA の手順に関わる要素と実体的な要素の両方を検討し、

（b）いかなる問題点も解決し、（c）EA の検討結果に照らして、環境管理の責任を負

う機関の妥当性を評価し、（d）EMP のための資金調達の準備の妥当性を確保し、（e）

EA の提言がプロジェクト設計および経済分析の中で適切に取り組まれているかどうか

を判断します。カテゴリ A および B のプロジェクトにおいては、審査および借款交渉

の期間中に、環境関連の条件の中でプロジェクト設計段階で承認されたものから審査や

借款交渉中に変更があった場合、TT が RESU および LEG の同意を得ます。 

セクター投資および金融仲介融資 

16. 審査ミッションでは、実施機関によるサブプロジェクトの EA 実施または実施監理

を確保するため、借入人との間で明確な取り決めを行います15。具体的には、必要とさ

れる専門性の確保に加えて、エンドユーザ、金融仲介機関もしくはセクター担当機関、

環境管理および規制の責任を負う機関の間における適切な責任分担について確認を行

います。必要に応じて、TT がカテゴリ A および B のサブプロジェクトの EA 報告書に

ついて、OP 4.01 第 9 項および第 11-12 項に従ってレビューを実施します。 

保証業務 

17. 保証業務の環境アセスメントは、OP/BP 4.01 に従って実施されます。IBRD 保証業

務のための EA は、（a）RESU が EA の検討結果を検討し、（b）その結果を TT が審査

の一環として考慮に入れられるよう、十分な時間的余裕を持って実施されなければなり

ません。TT は、そうした IBRD 保証業務のうちカテゴリ A の EA 報告書については理

事会提示予定日の 60 日前までに、カテゴリ B の EA 報告書について必要な場合には、

理事会提示予定日の 30 日前までに、それぞれ世銀 InfoShop で入手可能になることを確

保します。 
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  一部のカテゴリ B プロジェクトについても同様に、環境専門家が審査ミッションチームに含

められることが望ましい。 

15
  サブプロジェクトの準備および審査で（必要に応じて）使用できるよう、TT が実施機関に

「カテゴリ A プロジェクトの環境アセスメント報告書の内容」（OP 4.01、付属文書 B）、

「環境管理計画」（OP 4.01、付属文書 C）、「汚染防止・削減ハンドブック」を提供する。 



18. EA報告書の公開の目的上、IDA保証は IDA融資と同じ政策枠組みで運営されます。

そうした政策枠組みから逸脱する場合、業務上の根拠により正当であると認められれば、

IBRD 保証のための手順に従うことがあります（第 17 項を参照）。 

文書作成 

19. TT は、EMP も含めた EA の検討結果および提言が借入人のプロジェクト実施計画

に含まれていることを確認するため、当該実施計画のレビューを行います。理事会に提

出する融資パッケージの準備に際して、TT はプロジェクト審査文書（PAD）の中で、

プロジェクトの分類の理由、EA の検討結果及び提言（推奨される排出水準の正当性と

汚染防止・削減への取り組み内容を含む）、借入人が合意済の国際環境条約・協定に基

づく借入人の義務に関係する問題（OP 4.01 の第 3 項を参照）を記載します。カテゴリ

A プロジェクトの場合、TT は、PAD 付属文書に EA 報告書の要約を示します。その中

には、報告書の作成手順、環境面の初期状況、代替案の検討結果、採用された案がもた

らすと予想される影響、OP 4.01 付属文書 C を踏まえた EMP の要約、借入人と影響を受

けるグループや現地 NGO との協議、提起された問題およびこれらに対する考慮、とい

った重要な要素も含まれます。付属文書では、環境に関連する融資条件と条項、政府に

よる必要な許認可を示す文書（必要な場合）、環境面の監理に関する取り決め、につい

ても記載します。セクター投融資および金融仲介融資については、サブプロジェクトの

適切な EA 実施のための方策や条件が付属文書に掲載されます。TT と LEG は、融資条

件に EMP 実施の義務が含まれており、さらに EMP 実施の効果的な監理とモニタリング

を促進するために適当と判断される場合には、EMP に基づく適切な具体的方策も追加

的に条件に含めることができます。 

監理と評価 

20. 実施段階において、TT はプロジェクトの環境面について、環境規定ならびに法律文

書で合意されプロジェクト文書にも記述されている借入人の報告に関する取り決めに

基づき監理を行います16。TT は、調達に関する取り決めがプロジェクトの法的合意文書

に定める環境要件と整合していることを確認します。TT はまた、監理ミッションには

環境に関し十分な知識を有する専門家を含めます。 

21. TT は、環境関係の条項がモニタリングシステムに含まれていることを確認します。

また、借入人の提出したプロジェクト進捗状況報告書の中で、合意した環境行動計画、

                                                   
16

  OP/BP 13.05「プロジェクトの監理」を参照。 



特に環境緩和・モニタリング・管理策の実施状況について、借入人の遵守状況が十分に

説明されているか確認します。TT は、RESU および LEG と協議の上でこうした情報を

検討し、借入人による環境関連の誓約の遵守状況が満足のいくものであるかどうかを判

断します。遵守状況が満足のいくものでない場合、TT は、必要な対応策について RESU

および LEG と議論します。TT は、不遵守を是正するために必要な措置について借入人

と協議し、そうした措置の実施に関してフォローアップを行います。TT は、地域局が

講じた措置を通知すると共に、追加的な方策があれば提案します。案件の実施期間中、

TT は、LEG が許可した環境関連の条件等、プロジェクトの環境関連の状況に変更があ

れば RESU の同意を得ます。 

22. TT は、借入人のプロジェクト運営計画の中に、世銀と合意のとおり環境諮問委員会

が継続的に機能を果たしていくための規定など、プロジェクトの環境関連事項を実施す

るために必要な措置が含まれていることを確かめます。 

23. 実施完了報告書17では、（a）環境への影響（そうした環境影響が EA 報告書の中で

予想されていたかどうかも言及）及び（b）講じられた緩和策の効果、について評価し

ます。 

環境局の役割 

24. ENV は、EA の全過程を通じて、助言、研修、グッドプラクティスの普及、運営面

での支援などにより地域局を支援します。必要に応じて、ENV は、ある地域局や外部

で作成された EA 報告書、関係資料、先例、経験などを他の地域局にも提供します。ENV

は、世銀の EA 方針遵守の確保を支援するためにプロジェクト監査を実施するほか、世

銀の EA 実績に関して定期的に検討することで、グッドプラクティスを確認し普及させ

ると共に、この分野におけるガイダンスの策定に努めていきます。 

EA のための資金調達 

25. 世銀による支援の可能性がある場合、借入人は、EA 実施に必要な資金調達のため、

プロジェクト準備ファシリティの前渡金18や信託基金を利用できます。 

                                                   
17

  OP/BP 13.55「実施完了報告」を参照。 

18
  OP/BP 8.10「プロジェクト準備ファシリティ」を参照。 

 



具体的な適用 

26. ダム・貯水池および害虫管理が含まれるプロジェクトの環境アセスメントの手順は、

それぞれ付属文書 B、C で定められています。 

 

付属文書 A－IBRD／IDA 貸付プログラムのプロジェクト向け環境データシート 

付属文書 B－ダム・貯水池プロジェクトへの EA の適用 

付属文書 C－害虫管理を伴うプロジェクトへの EA の適用 

 

 

本手順書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。 

 


