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本表 A1 のセクション E は、2005年 7月に発行された OP/BP 4.10「先住民族」の要件との

整合性を確保するために 2005年 7 月に改訂されました。セクション G は、OP/BP 4.11「有

形文化資源」の発行を受けて 2006 年 7 月に改訂されました。 

注：OP および BP 4.00 は、2005 年 3 月 18 日に理事会承認を受けた「世銀支援プロジェク

トにおける国別システムの活用の拡大：問題点と提案」（R2005-0018/2）における提案に基

づいています。OP および BP 4.00 は、環境・社会セーフガード問題への取り組みで借入国

システムを試験的に活用し、2005 年 3 月 21 日以降にパイロットプログラムの対象として理

事会承認を受けた世銀支援プロジェクトに適用します。世銀支援プロジェクトにおける国

別システムの活用に関する一般的なご質問は、業務政策・借入国サービスグループ投資融

資ユニットのアドバイザーにお問い合わせください。また、国別システムの試験的活用に

関する環境・社会セーフガード面のご質問は、環境・社会的に持続可能な開発ネットワー

ク品質保証コンプライアンスユニットの上級アドバイザーにお問い合わせください。 

 

表 A1－環境・社会セーフガード政策－政策目的と運営原則 

目的 運営原則 

A. 環境アセスメント 

投資プロジェクトの環境的・社会的な

健全性および持続可能性の確保を支

援する。 

1. 各候補プロジェクトについて、スクリーニングプロセ

スに沿ってできるだけ早い段階で環境アセスメント（EA）

の適切な範囲および内容を決定すると共に、潜在的なリス

ク、ならびに直接的な影響、間接的影響、累積的影響及び

関連する影響についても同様に、影響に見合った適切な調

査が実施されるようにする。適切と認められる場合は、セ

クター別または地域別の環境アセスメントも活用する。 

意思決定プロセスへのプロジェクト

の環境的・社会的側面の統合を支援す

2. 国境を越える問題や地球規模の問題も含めた、物的資

源、生物資源、社会経済資源及び有形文化資源、並びに人



 

 

る。 間の健康と安全に対するプロジェクト案の潜在的影響の

評価を行う。 

 3. 国際環境協定も含めた、適用法及び制度的枠組みの妥

当性につき評価を行うと共に、国際的責務に反するプロジ

ェクト活動に対しては協力先の政府が資金提供を行わな

いことがそれらの枠組みの中で規定されていることを確

認する。 

 4.「何もしない」案も含めた、投資の実行可能性、技術性、

及び立地に関する代替案、潜在的な影響、影響の緩和策の

実行可能性、必要となる資金、現地における適合性、それ

らに伴う制度・研修・モニタリング要件についての評価を

実施する。 

 5. 支援予定のプロジェクトについては、対象外の案件を

除き、「汚染防止・削減ハンドブック（PPAH）」を通常

適用する。PPAH に定める方策に代わる策が選択された場

合は、そうした逸脱の正当性を示す。 

 6.緩和策の提案、モニタリング、制度面の能力開発や研修、

実施スケジュール、費用見積もりを含む環境管理および計

画の実施により、プロジェクトの負の影響を回避する。回

避が不可能な場合は、尐なくとも負の影響を最小化、ある

いは代償すると共に、正の影響を高める。 

 7. 準備プロセスのできるだけ早い段階で、プロジェクト

の影響を受けるグループや地元非政府組織などのステー

クホルダーを関与を求めることで、意思決定者がステーク

ホルダーの見解や懸念事項を理解し、必要な考慮がなされ

ることを確保する。プロジェクト実施期間を通じ、ステー

クホルダーに影響を与える環境アセスメント関連の問題

については、必要に応じて協議を継続する。 



 

 

 8. 環境アセスメントの準備においては、独立の専門家を

必要に応じて活用する。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・社会面での懸念を有するプロジェクトでは、案件の準

備および実施において、独立した諮問委員会を活用する。 

 9. 環境アセスメントのプロセスおよび調査結果を、候補

プロジェクトの経済・財務・制度・社会・技術面の分析と

関連させる。 

 10. 投資案件及び金融仲介案件のサブプロジェクトに対

しても、本表に記載されている原則を適用する。 

 11.環境アセスメントのドラフトを、審査の正式な開始に

先立つ適切な時期に、主要なステークホルダーにとって入

手しやすい場所、理解しやすい形式および言語で公開す

る。 

 

目的 運営原則 

B. 自然生息地 

自然生息地およびその機能の保護、保

全、維持、回復を支援することにより、

環境的に持続可能な開発を促進する。 

1. 環境的に持続可能な開発の機会を確保するため、天然

資源管理に対する予防的アプローチを使用する。プロジェ

クトによる便益が潜在的な環境コストを大幅に上回って

いるか否か判断する。 

 2.（a）法律により保護されている生息地、（b）その保護

が公式に提案されている生息地、（c）信頼すべき筋から

保存価値が高いものとして特定されている生息地、（d）



 

 

地元の伝統的コミュニティにより保護されていることが

認められている生息地などを含む、重要な自然生息地につ

いて、重大な転換や劣化を回避する。 

 3.当該自然生息地が重要なものに該当しない場合であっ

ても、プロジェクトがこれに対して負の影響を与える場

合、他に実行可能な代替案がなく、当該生息地での生態系

の互恵機能の維持に必要な保全・緩和策を含む適切な保

全・緩和策が実施される場合に限り続行する。生息地の喪

失最小化、生態学的に類似した保護区域の構築・維持につ

いても緩和策も含める。  

 4. 実行可能な限り、転換済の土地におけるプロジェクト

立地を優先させる。 

 5. 地元NGOや地元コミュニティなど重要なステークホル

ダーと協議を行うと共に、それらの人々の関与を求めつ

つ、緩和策も含めたプロジェクトの設計、実施、モニタリ

ング及び評価を実施する。 

 6. 緩和策及びモニタリング計画の設計及び実施におい

て、適切な専門家の利用を規定する。 

 7. 緩和策のドラフトを、審査の正式な開始に先立ち、適

切なタイミングで、主要なステークホルダーにとって入手

しやすい場所、理解しやすい形式および言語で開示する。 

 

 

 



 

 

目的 運営原則 

C. 害虫管理 

［本文は OP 4.09 で定義されている総合的害虫管理（IPM）を参照している］ 

殺虫剤の使用に伴う環境や健康への

危険を最小化及び管理し、安全かつ効

果的で環境に優しい害虫管理を促進

し、支援する。 

1. 需要主導型で生態学に基づき生物的に配慮された、も

しくは環境に配慮した害虫管理方法（農業プロジェクトで

は総合的害虫管理［IPM］、公衆衛生プロジェクトでは総

合的病原体媒介動物管理［IVM］）の使用を促進し、合成

化学殺虫剤への依存度を下げる。環境アセスメントのプロ

セスにおいて、害虫管理の問題、影響、リスクの評価を含

める。 

 2. 殺虫剤の調達は、提案されている用途や想定される使

用者を考慮した、殺虫剤に関連するリスクの性質や程度の

評価を踏まえて実施する。WHO の Class IA および IB に該

当する配合製品または Class II の製品の製剤の調達は、訓

練を受けていない、もしくは適切な設備を備えていない一

般の従業員やその他の者による使用やアクセスができな

いようにする制限が設けられていない限り、行わない。参

照：WHO「殺虫剤の有害性に基づく推奨区分ならびに分

類のためのガイドライン」（IOMC、2000-2002） 

 3. 国連食糧農業機関（FAO）「農薬の流通および使用に

関する国際行動規範」（ローマ、2003）に記述されている

提言および最低基準に従い、FAO「農薬の保管、表示、処

分に関するガイドライン」（ローマ、1985）における受容

可能な基準に従って製造、表示、取り扱い、保管、適用、

処分が行われる殺虫剤のみを調達する。 

 4. （a）IPM および IVM に基づく害虫管理の実施を強化し、

（b）殺虫剤の流通および使用を規制し監視するための政



 

 

策改革および制度面の能力開発を支援する。 

 5. 緩和策のドラフトを、審査の正式な開始に先立ち、適

切なタイミングで、主要なステークホルダーにとって入手

しやすい場所、理解しやすい形式および言語で開示する。 

  

 

目的 運営原則 

D. 非自発的住民移転 

非自発的住民移転を回避し、もしくは

最小化し、それが実行可能でない場合

は、プロジェクト実施の開始に先立ち

移転住民の生計および生活水準が退

去前の水準もしくは一般的な水準の

うちいずれか高い方と比較して実質

的に改善されるか、尐なくとも回復さ

れるよう支援する。 

1. 非自発的住民移転を回避し（実行可能な限り）、もし

くは最小化するための実行可能なすべての代替プロジェ

クト設計の評価を行う。 

 2. 被影響住民についての人口センサスや社会経済調査を

通じて、当該プロジェクトによる用地取得（住まいの移転

もしくは喪失、資産もしくは資産へのアクセスの喪失、収

入源もしくは生活手段の喪失などであり、被影響住民が別

の場所に移転するか否かは問わない）、または法定公園や

保護区域への立ち入りに対する非自発的制限を原因とし

た潜在的な経済的・社会的影響につき、特定し評価すると

共に、対処を行う。 



 

 

 3. その他の活動についても、（a）候補プロジェクトと直

接的かつ重大な関係がある（b）候補プロジェクトの目的

を達成するために必要である(c)プロジェクトと同時に遂

行されるもしくは遂行予定である場合は、その影響を特定

し、対処する。 

 4. プロジェクトの影響を受ける人々、移転先に居住する

住民、現地 NGO とは必要に応じ協議を行う。住民移転計

画に関して、その策定、実施、モニタリング、特に補償受

給や開発支援（移住計画に明記されているもの）を受ける

資格の決定および適切で利用しやすい苦情処理メカニズ

ムの構築のための手順を構築し実施するプロセスに、そう

した関係者が参加できる機会を提供する。退去者の中でも

脆弱なグループ、特に貧困ラインを下回っている人々、土

地を持たない人々、高齢者、女性、子供、先住民族、尐数

民族、あるいは国家の土地補償法を通じた保護を受けられ

ない可能性のある退去者らのニーズに、特に注意する。 

 5. 移転対象者に対して、その権利を説明し、補償の選択

肢につき協議すると共に、技術的・経済的に実施可能な移

転計画や必要とされる支援を提供する。たとえば、（a）

プロジェクトに起因した資産損失に対し、再取得価格での

迅速な補償、（b）移動を伴う場合、移転中の支援、なら

びに必要に応じて住宅もしくは住宅用地、同等の潜在的生

産性をもつ農地への支援、（c）補償に加えて、必要に応

じて整地、信用供与、訓練、雇用機会など、移行措置及び

生計回復策の提供、（d）土地取得が生計に及ぼす影響が

限定的な場合は土地に対する現金補償の実施、（e）必要

に応じて土木インフラやコミュニティサービスの提供な

どである。 

 6. 土地を利用して生計を立てている移転対象者について

は、土地ベースの移転方針を優先する。 



 

 

 7. 土地に対する正式な法的権利を持たない移転対象者や

土地に対してその国の法律の下で認められうる所有権を

主張できない移転対象者については、生計の改善、尐なく

とも生計回復支援のため、土地補償に代わる生活再建策を

提供する。 

 8. 協議プロセスの文書も含めた住民移住計画のドラフト

を、審査の正式開始に先立ち、適切なタイミングで、主要

な利害関係者にとって入手しやすい場所、理解しやすい形

式および言語で開示する。 

 9.本表の非自発的住民移転セクションに記述されている

原則は、基本的に、用地取得が必要とされるサブプロジェ

クトにも適用される。 

 10. 指定公園や保護区域への立ち入りに対して非自発的

な制限を伴うプロジェクトでは、審査に先立ち、以下につ

いて住民参加が可能なプロセスを設計し、文書化し、開示

する。（a）プロジェクト構成要素の準備と実施、（b）適

格基準の構築、（c）公園や保護区域の持続可能性を維持

する形での生計の改善もしくは回復を助ける緩和策に関

する合意、（d）紛争の解決、（e）実施のモニタリング。 

 11. プロジェクトが完了する前に、関連する全ての移転計

画を実施し、移転もしくは立ち入り制限がなされる前に補

償等の受給資格を提供する。立ち入り制限を伴うプロジェ

クトについては、移転計画に含まれる実施スケジュールに

沿ってこれを行う。 

 12. プロジェクト完了時に、住民移転計画の目的が達成さ

れているか否かにつき、移転前の状況および移転に関する

モニタリング結果も踏まえて評価する。 



 

 

 

目的 運営原則 

E. 先住民族 

先住民族の尊厳、人権、文化的固有性

の十分な尊重を促進し、先住民族が

（a）文化的に適合できる社会的・経

済的利益を享受し、（b）開発プロセ

スで悪影響を受けないようにする形

で、プロジェクトを設計し、実施する。 

1. 先住民族がプロジェクト区域に所在している、もしく

は集団的愛着を有しているかどうかを判断するためのス

クリーニングを早期に行う。先住民族は、程度の差はある

が次のような特性を持っているものとして特定される。

ⅰ)自己認識およびそうしたアイデンティティに対する他

者からの認識、ⅱ)地理的に固有な居住地または先祖伝来

の領地ならびにそうした居住地や領地内の天然資源に対

する集団的愛着、ⅲ)独特な慣習に基づく文化的・経済的・

社会的・政治的制度、ⅳ)現地語。 

 2. 影響を受ける先住民族と十分な情報が提供された上で

の自由な事前の協議を行い、先住民族に影響を与えるプロ

ジェクトに対する広範なコミュニティの支持を確認する

と共に、（a）悪影響を回避し、あるいは回避が実行不可

能であればその影響を最小化、緩和、もしくは補償するた

めの方策の設計、実施、モニタリングの実施、（b）文化

的に適切な形での利益創出、に対する参加を求めていく。 

 3. 社会アセスメントの実施または類似の手法により、先

住民族に対するプロジェクトの潜在的影響（正の影響及び

負の影響）の評価を行う。利益の提供や緩和策の設計にお

いて、影響を受ける先住民族が望んだ方法を十分に考慮す

る。文化的に適切かつジェンダーおよび世代間で不公平の

ない形で、先住民族にとっての社会的・経済的利益を特定

することにより、先住民族への悪影響を回避し、最小化し、

または緩和する方策を構築する。 



 

 

 4. 公園や保護区域への先住民族の立ち入り制限回避が不

可能である場合、影響を受ける先住民族のコミュニティが

当該公園や保護区域の管理計画の設計、実施、モニタリン

グ、評価に参加することで、公園や保護区域からの利益の

公正な分配を受けられることを確保する。 

 5. 当該プロジェクトが（a）先住民族が伝統的に所有また

は慣習的に使用もしくは占有してきた土地や領地につい

て、法的に認められる権利の確立を目指す活動を含む場

合、または（b）そうした土地の取得を伴う場合、それら

の土地や領地に対する慣習的権利が法的に認識されるこ

とを目的とする行動計画を設ける。 

 6. 先住民族の文化資源や知識を商業的に開発すること

は、当該先住民族の事前合意を得ることなく実施しない。 

 
7. 先住民族計画の作成については、社会アセスメントを

踏まえると共に先住民族の知識を活かし、影響を受ける先

住民族コミュニティとの協議を行った上で、適切な専門家

を活用して作成する。通常、この計画は、影響を受けるコ

ミュニティとの協議をプロジェクト実施中も継続するた

めの枠組みを含むと共に、先住民族が文化的に適切な利益

を享受することを確保するための方策を記載し、負の影響

の回避、最小化、緩和、もしくは補償のための方策を特定

しており、かつ苦情処理手続き、モニタリング・評価制度、

計画実施のための予算が含まれる。 

 8. 協議プロセスの文書も含めた先住民族計画のドラフト

を、審査の正式な開始に先立ち、適切なタイミングにて、

主要な利害関係者にとって入手しやすい場所、理解しやす

い形式および言語で開示する。 

 9. 先住民族計画の実施に関するモニタリングを、経験あ

る社会学者を利用して行う。 



 

 

 

目的 運営原則 

F. 森林 

森林が持続可能な貧困削減をもたら

す潜在性を認識するため、森林を持続

可能な経済開発に効果的に統合する

と共に、活力ある地域および世界環境

にとっての森林の重要な有用性およ

び価値を保護する。 

1. 森林の健全性と質ならびにそれに依存する人々の権利

と生活への潜在的な影響に関するスクリーニングを、でき

るだけ早い段階で行う。必要に応じて、新たな市場の見通

しやマーケティングの評価を行う。 

 2. 重要な森林区域もしくはそれに関係する重要な自然生

息地の重大な転換や劣化を伴うプロジェクトや、既に適用

済の国際環境協定に反するプロジェクトには融資しない。 

 3. 重要な森林区域もしくはそれに関係する重要な自然生

息地に対する転換や劣化を伴う場合、いかなる形態であっ

ても当該の自然林収穫やプランテーション開発事業には

融資しない。 

 4. 重要な自然林以外の森林やそれに関係する自然生息地

に負の影響をもたらすプロジェクトについては、当該プロ

ジェクトに対する実行可能な代替案がなく、適切な保全・

緩和策が実施される場合に限り支援する。 

 5. 商業的な産業規模での森林収穫については、当該プロ

ジェクトの運営が責任ある森林管理および使用に関する

国際的に認められた基準を満たしている、もしくはそうし

た基準を満たすための期限を定めた行動計画が存在し、か

つそれらが独立した森林認証制度により認証されている

場合に限り支援する。 



 

 

 6. 森林回復プロジェクトが生物多様性および生態系機能

を維持もしくは強化し、すべての植林地プロジェクトが環

境面から適切であり、社会的に有益、かつ経済的に実行可

能であることが求められる。 

 7. 持続可能な形で貧困削減に貢献可能である場合、小規

模なコミュニティレベルでの管理手法を優先する。 

 8. 小規模な土地保有者、地元コミュニティまたは共同森

林管理組織による商業的な森林収穫については、当該プロ

ジェクトの運営が責任ある森林利用に関する国際的に認

められた基準を満たしている、もしくは満たすための承認

済みの期限を定めた計画を遵守していることが、地元コミ

ュニティの有意義な参加を得たモニタリングにより実証

された場合に支援する。 

 9. 以下の点を求める森林認証制度を使用する。（a）関連

法の遵守、（b）法的もしくは慣習的な土地保有権もしく

は使用権ならびに先住民族および労働者の権利の認識お

よび尊重、（c）良好なコミュニティ関係を強化するため

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面で健全な複合的便益を維持もし

くは強化するための方策、（f）環境影響の防止もしくは

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、（i）森林管理の実

行に際して、公正・透明性・独立性があり、利害の対立回

避が考慮され、かつ民間部門・先住民族・現地コミュニテ

ィを含む主要なステークホルダーの意味ある参加を得て

実施される意思決定手順を通じて、国家レベルで定義され

かつ国際的に受け入れられている持続可能な森林管理の

原則および基準に適合する測定可能な行動基準に基づき、

独立で費用対効果が高い第三者による評価を実施するこ

と。 



 

 

 10. 必要な期限を定めた行動計画を、審査の正式な開始開

始に先立ち、適切なタイミングで、主要なステークホルダ

ーにとって入手しやすい場所、理解しやすい形式および言

語で公開する。 

 

目的 運営原則 

G. 有形文化資源 

有形文化資源の保全、ならびに有形文

化資源の破壊や破損の回避を援助す

る。有形文化資源とは、考古学的、古

生物学的、歴史的、建築学的、宗教的

（墓所や埋葬地を含む）、審美的、そ

の他の文化的に重要な資源を含む。 

1. 環境アセスメント（EA）またはそれと同等のプロセス

を用いて、有形文化資源を特定し、プロジェクトサイトの

選定や計画を通じて有形文化資源への負の影響を防止、最

小化、もしくは代償すると共に、正の影響を強化する。 

 2. EA の一環として、資格要件を満たした専門家を利用し

て現場ベースの調査を必要に応じて実施する。 

 3. 有形文化資源の存在と重要性に関する文書作成、そう

した資源への潜在的影響の性質および範囲の評価、緩和計

画の設計と実施に際しては、関係政府機関、関連 NGO、

関連する専門家および地元住民と協議する。 

 4. プロジェクト実施中に発見されうる出土品等について

は、有形文化資源管理計画または環境管理計画の中の有形

文化資源関連部分に照らして「偶然の発見」に関する手続

きを適用することを規定する。 

 5. EA または同等のプロセスの一環として、緩和策のドラ



 

 

フトを、審査の正式な開始に先立ち、適説なタイミングで、

主要なステークホルダーにとって入手しやすい場所、理解

しやすい形式および言語で公開する。 

 

目的 運営原則 

H. ダムの安全性 

新たなダムの設計および建設ならび

に既存ダムの修復、ならびに既存ダム

により影響を受けうる活動の遂行に

おいて、質と安全を確保する。 

1. プロジェクトの性能に影響を与える可能性のある既存

ダムおよび建設中ダムを特定し、必要な安全策／改善工事

を実施する。 

 2. 経験ある有能な専門家を登用して、ダムおよび関連工

事の建設・運転・維持管理における設計および監理を行う。 

 3. 建設監理、器械の使用、運転、維持管理および緊急時

対応などを含む詳細な計画を策定する。 

 4. 設計、建設、運転手順の検査に関して独立性のある助

言を使用し、大規模もしくは危険度の高いダムについては

独立した専門家委員会を任命する。 

 5. 計画された建設活動の実施において資格要件を満たし

た経験ある請負業者を使用する。 

 6. 建設／修復後に、新規／修復ダムの安全点検を定期的

に実施し、詳細計画の実施見直し／モニタリングを行い、

必要に応じて適切な措置を講じる。 

 



 

 

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。 

 


