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1.1 環境社会配慮面からの特徴

代替地での実施が難しい

一般に規模が大きい

未開地での開発が少なくない

インフラ整備を伴う場合が少なくない

• 鉄道、道路、滑走路、港湾

• 水、精鉱等のパイプライン

• 送電線

環境社会問題を起こすリスクが大きい
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1.2 環境社会配慮上の留意点

プロジェクトに関係するインフラ設備にも配
慮が必要（EIAのスコープ外であっても）

住民説明会の実施（法的要求が無い場合
であっても）

現況値（プロジェクト実施前の状況）の確
認：他の原因（自然由来を含む）でバックグ
ランド値が高い場合がある

破壊された自然環境は（簡単には）元に戻
らない。
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1.3 問題事例

廃鉱山⇔閉山計画

酸性水⇔計画段階からの対策

住民との軋轢⇔早期の情報公開、FPIC（Free 
Prior Informed Consent)
尾鉱ダムの崩壊（例：ハンガリー2010年10月）

自然環境への影響

直接影響（例：生態系の破壊）

間接影響（例：プロジェクト道路を通じて、貴重種の違法な
採取）
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1.4 環境社会影響（自然環境保全）対
策の考え方

1. 回避：事業を当該場所で実施しないことで影響を
避ける。

2. 小化：事業規模を制限して影響を 小化する。

3. 修復：影響を受けた環境の修復、再生により影響
を修正する。

4. 低減：事業の実施期間中、適当な対策により影響
を低減する。

5. 代償：代替資源や環境を置き換えて提供すること
により影響を代償する。
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2.1 環境アセスメントとは(1)

プロジェクトの環境・地域社会への影響、影
響対策の有効性、対策実施の残余影響を客
観的に評価すること。

環境影響評価（EIA：Environmental Impact
Assessment）ではなく、環境社会影響評価

（ESIA：Environmental and Social Impact
Assessment）と呼ばれることもある。
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2.2 環境アセスメントとは(2)

プロジェクトの環境・社会影響対策のツール
（事業者）

環境/事業承認を得るためのツール（事業者）

地域住民との合意形成のツール（事業者）

資金調達・保険ためのツール（事業者）

環境管理の重要なツール（行政）
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３．環境社会配慮を巡る世界の
現状と潮流
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3.1 全般

事業者の責任（法令順守） →
事業者の責任（法令順守）

＋事業者のCSR
＋融資・保険機関の社会的責任

汚染（公害）防止 →
汚染（公害）防止

＋生態系・社会的弱者への配慮

＋労働環境への配慮

＋情報公開
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3.2 管理当局

環境影響評価/環境承認制度を通じた環境管理

• 環境影響評価/環境承認制度の整備/強化

• 各種基準の整備/強化

• 住民説明実施の義務化

• 閉山計画（概要）作成の義務化

• 地域貢献の要請

• 人材（Capacity）強化
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3.3 金融機関

ガイドラインの策定/改訂

ガイドライン運用の厳格化
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各種ガイドライン

OECD
コモンアプローチ 赤道原則

セーフガードポリシー
・パフォーマンススタンダード
・EHS ガイドライン

IFC
World Bank

JBIC NEXI

OECD加盟国ECAのガイドライン

･･･

市中銀行のガイドライン

･･･
みずほ
コーポ
レート

三菱東京
UFJ

三井
住友

参照

準拠

参照

準拠
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■JBIC
日本輸出入

銀行
ガイドライン

JBIC
ガイドライン

JBIC新ガイ
ドライン

コモンアプローチ
改訂・組織再編

海外経済協
力基金

ガイドライン

■NEXI

2009

通商産業省
貿易保険課
ガイドライン

NEXI
ガイドライン

NEXI新ガイ
ドライン

20012000

コモンアプローチ
改訂

2007

200920021999 20071989

20102004

JICA
ガイドライン

新JICAガイ
ドライン

■JICA

本邦ガイドラインの変遷
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世銀グループとは
• IBRD: International Bank for 

Reconstruction and Development
• IDA: International Development Association
• IFC: International Finance Corporation
･･･････････････････････････････････････････････････

• MIGA: Multilateral Investment Guarantee 
Agency

• ICSID: International Centre for the Settlement 
of Investment Disputes
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世銀グループのガイドライン(1)
パフォーマンススタンダード（IFC） セーフガードポリシー （IBRD ＆ IDA）

PS1: 社会・環境アセスメント及びマネ
ジメントシステム

・環境アセスメント

PS2： 労働者及び労働条件 －/－
PS3: 汚染防止及び削減 ・環境アセスメント ・害虫管理

PS4: 地域社会の衛生、安全及び保安 －／－

PS5: 用地取得及び非自発的住民移転 ・文化遺産

PS6: 生物多様性の保全及び持続可能
な天然資源管理

・自然生息地

PS7: 先住民族 ・先住民族

PS8: 文化遺産 ・文化遺産

－／－ ・森林

－／－ ・ダムの安全管理

－／－ ・国際水路

－／－ ・紛争地域
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世銀グループのガイドライン(2)
EHSガイドライン（IFC）：基準値、Best Practice
• 一般ガイドライン

• セクター別ガイドライン（62）

• 鉱山

• 精錬

• 海上石油・ガス開発

• 陸上石油・ガス開発

• LNG
・・・・・・・・・・・・・・・・・

• 火力発電
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本邦ECA、市中行のガイドライン
本邦ECA

国際協力銀行（JBIC）と日本貿易保険（NEXI）が、OECD
コモンアプローチの内容を踏まえて作成

JBIC/NEXI共に基本的に同様の内容

市中行

赤道原則（IFCのPSに準拠）の採択、各行がガイドライン
作成

• みずほコーポレート銀行（２００３年１０月）

• 三菱東京UFJ銀行（２００５年１２月）

• 三井住友銀行（２００５年１２月）

ガイドラインに合致しないプロジェクトには融資できない
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ECAの環境社会配慮確認の実施方法

1. スクリーニング（カテゴリ分類）

• スクリーニングフォーム

2. 環境レビュー

• EIAレポート等

• 現地実査（必要に応じて、カテゴリAは必須）

• チェックリスト（JBIC/NEXI：鉱山セクタを含め27
セクタ）

3. 融資等決定

4. モニタリング
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スクリーニング（カテゴリ分類）

カテゴリA カテゴリB カテゴリC

著しい負の環境影
響の可能性がある
プロジェクト。

前例が無く、影響の
見積が困難なプロ
ジェクト

カテゴリAと比較し

て環境影響が小さく、
環境影響がサイト
内に限定されるプロ
ジェクト。

環境への影響が軽
微または予見され
ないプロジェクト。

鉱山開発プロジェクトは通常カテゴリＡとなる
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カテゴリＡの判断基準

セクター（業種）と規模

プロジェクトの特性

プロジェクトサイト（地域）の特性
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セクターと規模
以下で大規模なもの（例）

鉱山

石油・天然ガス開発

パイプライン

鉄鋼業（大型炉を含
むもの）

非鉄金属製錬

石油化学

石油精製

火力発電

水力発電、ダム、貯
水池

道路、鉄道、橋梁

農業（大規模な開墾、
灌漑を伴うもの）

林業、植林
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プロジェクトの特性

大規模な

① 非自発的住民移転

② 地下水揚水

③ 埋立、土地造成、開墾

④ 森林伐採
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プロジェクトサイトの特性

•保護区：

当該国の法律、国際条約による保護対象地域（国
立公園、湿地、少数民族・先住民族のための地域、
文化遺産等）
•自然環境の観点で重要な地域：

原生林、熱帯の自然林、珊瑚礁、マングローブ湿
地、干潟等、国内法・国際条約等において保護が
必要とされる貴重種の生息地等
•社会環境の観点で重要な地域

考古学・歴史・文化的に固有の価値を有する地域、
少数民族・先住民族等の生活区域等
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鉱山セクタのチェックリスト（JBIC/NEXI）
１．許認可・説明：

(1)EIA及び環境許認可、(2)地域住民への説明

２．汚染対策：

(1)大気質、(2)水質、(3)廃棄物、(4)騒音・振動、(5)地盤
沈下

３．自然環境：

(1)保護区、(2)生態系及び生物相、(3)跡地管理

４．社会環境：

(1) 住民移転、(2)生活・生計、(3)文化遺産、(4)景観、(5)
少数民族・先住民、(6)労働環境

５．その他：

(1)工事中の影響、(2)事故防止対策、(3)労働環境、

(4)モニタリング、(5)地球環境問題（地球温暖化、酸性雨）
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鉱山セクタのHSE審査基準（JOGMEC）
１．HSEに対する取組：

(1)HSEマネジメントシステム、(2)EIA報告書等、(3)モニタリ
ング体制、(4)法規制の遵守

２．HSE基準等：

(1)汚染対策：大気、水質、廃棄物、土壌汚染、騒音・振動、
悪臭

(2)自然環境：保護区、生態系、水象、地形・地質、地球環境
問題

(3)社会環境：住民移転、生活・生計、文化遺産、景観、少数
民族・先住民、近隣事業（累積影響）

(4)健康への影響：有害物質、放射性物質、作業騒音、健康
管理

(5)安全：設計方針、安全設計、リスク分析、事故防止対策、
作業安全・保全、教育訓練
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3.4 環境社会配慮を巡る世界の現状
と潮流＜地域社会、NGO＞

事業への参加・情報公開の要求

• 社会的弱者への配慮

• 自然環境の保全

• 人権

地域（当該国の）NGOと国際NGOの連携

各種メディアを使っての情報発信
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3.5 環境社会配慮を巡る世界の現状
と潮流＜事業者＞

業界としての取組（例：ICMM）

CSRの一環としての取組

ECAの環境社会配慮ガイドラインを意識した
EIAレポートの作成（当該国の法規とECAの
ガイドラインにはギャップがある場合がある）。

EIAレポート作成や環境管理に、有能なNGO
を起用
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業界の取り組み
ICMM（ 国際金属鉱業評議会）10原則

1. 倫理的企業活動と健全な企業統治の実践・維持
2. 持続可能な開発の理念の堅持
3. 基本的人権の保証、文化・習慣・価値観の尊重
4. 科学手法に基づくリスク管理戦略の導入・実行
5. 労働安全衛生の継続的改善
6. 環境パフォーマンスの継続的な改善の追及

7. 生物多様性の維持と土地用途計画への統合的取組への
貢献

8. 責任ある製品設計・使用・再利用・リサイクル・廃棄の奨
励・推進

9. 地域の社会、経済、制度の発展への貢献

10. 効果的かつオープンな方法によるステークホルダーへの
対応、第三者保証を考慮した情報提供
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ご清聴ありがとうございました。

Thank you for your attention.
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