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１．はじめに

ダム開発等の事業を行う上で、自然環境への影響を
できるだけ小さくする環境保全措置を講じることが求
められる。環境保全措置の検討に当たっては、生物多
様性に対する悪影響を回避・低減（最小化）すること
を優先し、それでもなお残存する悪影響を対象に代償
措置が検討されることになる。例えば、ダム開発に伴
う湛水によって生態系の一部が消失する場合などにお
いて代償措置は不可避である。そこで本稿では、代償
措置及び生物多様性オフセットに関して、その現状を
整理し、必要かつ重要な開発事業を円滑に進めていく
上で取り組むべき課題を考察する。

2．生物多様性オフセットとは

生物多様性オフセットは、開発事業によって生じる
生物多様性に対する悪影響を回避・低減（最小化）す
ることを優先し、それでも残存する悪影響を対象とし
た代償行為により得られる定量可能な保全の効果であ
る。（図-1）

代償措置は、事業実施区域内で行う場合（on-site）と、
事業実施区域外で行う場合（off-site）がある。ここでは、

on-siteの代償措置を現場での機能回復／復元（on-site 
rehabilitation/restoration measures）と呼び、off-site
の代償措置をオフセット（offset）と呼ぶ。
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図-1 生物多様性オフセット

3．代償措置に関する国際動向

（1）諸外国における代償措置の導入状況
諸外国における生物多様性に係る代償措置の導入状

況を調査した報告書1）によれば、欧米諸国の多くでは、
代償措置を法的に制度化している（表-1）が、定量的
評価やモニタリングの方法等について必ずしも確立さ
れているわけではないとしている。
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A biodiversity offset is a commitment to compensate for significant residual adverse impacts on biodiversity identified 
after appropriate avoidance, minimization and on-site rehabilitation/restoration measures have been taken according to the 
mitigation hierarchy. To forward necessary and important development projects, the biodiversity offset attracts attention 
not only minimize a loss of the biodiversity, but also as a method to get the net gain by additional mitigation measures. 
Outline the trend of the biodiversity offset domestic and oversea, and introduce an example of the marshland restoration. 
As a future problem, consider quantitative evaluation and maintenance to affect a biodiversity offset.
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（2）BBOP
生物多様性保全に関する国際的な取り組みとし

て、Business and Biodiversity Offset Program（ 以
下「BBOP」という）がある。BBOPは、企業や政府、
NGOを含む専門家等が参加して2004年に活動を開始
し、2012年に生物多様性オフセットの原則（表-2）、
基準、指標を規定したBBOPスタンダードを公開し
た。

BBOPの目的は、①生物多様性オフセットの原則と
ベスト・プラクティスの開発を通して、生物多様性オ
フセットを普及し確立させること、②生物多様性オ
フセットは、種の構成、生息地の構成、生態系の機
能、生物多様性に対する利用や文化的な価値に関して、
ノーネットロス、できればネットゲインを達成するこ
と、としている。2）

EU 諸国

代償措置の 

根拠法令等 

EU 指令の一つである「ハビタット指令」

に基づき、国内法を整備して代償措置を

制度化している。

代償措置の 

基本原則 

Natura2000 （欧州で最も価値があり、

絶滅危惧種やハビタットを長期的に維

持するための生態系ネットワークで、

2011 年 1 月現在、EU 諸国の陸地 18％
の土地と海域 13 万 km2を含む） に対

する環境保全措置として、影響の回避・

低減を図り、残存する影響についてノー

ネットロスで代償する。

米国

代償措置の 

根拠法令等 

水質浄化法（CWA：Clean Water Act）
絶滅危惧種保護法（ESA：Endangered 
Species Act）

代償措置の 

基本原則 

CWA：影響の回避・低減を図り、残存

する影響を in-kind で代償する。

ESA：重要種の生息地での代償措置は

in-kind でノーネットロスであること

を目標とする。

オーストラリア

代償措置の 

根拠法令等 

環境保護及び生物多様性保全法

（EPBCA：Environment Protection 
and Biodiversity Conservation Act ）

代償措置の 

基本原則 

重要種に対する環境保全措置は、①回

避・低減、②代償（on-site）、③代償

（off-site）の順で行う。

＊in-kind：消失する対象と同じ種類で代償すること

表-1 諸外国における代償措置の導入状況

1. ミティゲーション・ヒエラルキーの順守

生物多様性オフセットは、ミティゲーション・ヒエラル

キーにしたがって、回避、最小化、現場での機能回復／

復元の順番で適切な措置を行っても、なお残る生物多様

性への重大な悪影響を代償するために実施する。

2. オフセットの限界

代替不可能性・脆弱性が高い生物多様性が影響を受ける

場合、残存影響を完全に代償することができないことが

ある。

3. ランドスケープのコンテクスト

生物多様性の生物学的・社会的・文化的な価値に関する

入手可能な情報を最大限に考慮し、ランドスケープの観

点に留意して設計・実施すべきである。

4. ノーネットロス

生物多様性オフセットは、計測可能な保全の成果があげ

られるように設計・実施すべきであり、その結果として

自然界における生物多様性のノーネットロスを達成す

べきである。

5. 追加的な保全の成果

生物多様性オフセットによって追加的な保全措置を講

じ、できれば環境面でプラスの効果（ネットゲイン）が

得られるべきである。

6. ステークホルダーの参加

開発事業・生物多様性オフセットによって影響を受ける

地域においては、生物多様性オフセットの評価、選択、

設計、実施、モニタリングにおいて、ステークホルダー

が効果的に参加することが望ましい。

7. 公平性

ステークホルダーとの間で、開発事業や生物多様性オフ

セットに関する権利、責任、リスク、見返りを公平でバ

ランスの取れる方法で分配すること。先住民や地域コミ

ュニティの権利を尊重するために特別の配慮を行うべ

きである。

8. 長期の成果

生物多様性オフセットは、長期的な保全の成果を達成す

るため、モニタリングと評価を組み込んだ順応的管理ア

プローチに基づく維持管理を行うべきである。

9. 透明性

生物多様性オフセットに関する情報を適切な時期に分

かりやすく公開すべきである。

10. 科学と伝統的知識

生物多様性オフセットの設計・実施に際しては、その地

域の伝統的知識を尊重しつつ、科学的な知見・手法を取

り入れること。

表-2 BBOPによる生物多様性オフセットの原則
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（3）エクエーター原則
エクエーター原則（Equator Principles 以下「EP」

という）とは、民間金融機関が主にプロジェクトファ
イナンスを行う際に、プロジェクトにおける環境・社
会リスクを特定・評価・管理するためのガイドライン
であり、その概要を表-3に示す。

表-3 エクエーター原則（EP）の概要3）

発足 2003 年 6 月

採択金融機関

80 金融機関（2015 年 6 月現在）

米国 Citi、JPMorgan、日本三大メ

ガバンク等

適用対象国 全世界

適用範囲 プロジェクトファイナンス等

適用基準

・現地国の環境・社会関連法規制

・IFC パフォーマンススタンダード

・世銀 EHS ガイドライン

世 界 銀 行 グ ル ー プ のIFC（International Finance 
Corporation）は、プロジェクトの環境・社会リスク管
理のためのパフォーマンススタンダード（以下「IFC-
PS」という）を定めており、それはEPの適用基準になっ
ている。8項目から成るIFC-PSの一つに「IFC-PS6：
生物多様性の保全と生活に必要な自然資源の持続可能
な管理」がある。

IFC-PS6は、その目的を ①生物多様性の保護・保全、
②生態系サービスによる恩恵の維持、③自然資源の持
続可能な管理の促進 として、生物多様性オフセット
を行う場合の要求事項を定め、その内容はBBOPスタ
ンダードを“as best international practice”として参
照している。つまり、国際的なファイナンスを必要と
するプロジェクトの生物多様性保全に関して、BBOP
スタンダードは世界標準として機能している。

4．代償措置に関する国内動向

わが国では、中央環境審議会答申（平成22年2月）で、
「生物多様性の保全に関する動向に関心が高まる中、
生物多様性オフセット等の新たな技術動向について整
理が必要である。生物多様性オフセットは、生物多様
性の損失を最小限にする手段の一つとして有効な一面
もある。まずは、国内外の事例の蓄積が必要である。」
と述べられている、この答申を受けて、環境省環境影
響評価課は、生物多様性オフセットに関するワーク
ショップを平成25年9月と平成26年6月に開催した。
平成26年6月に開催されたワークショップでは、日本

における生物多様性オフセット導入に際しての課題と
して以下の点が指摘された。

①生物多様性オフセットに対する社会的認識
：影響の回避・低減の軽視につながるのではないか

との懸念がある。
②影響・保全効果の定量化手法
：残存影響や代償措置の効果を定量的に評価すべき

である。
③生物多様性オフセットに伴う維持管理
：目標とする環境が成立するまでの時間、長期的な

保全効果を期待すべきである。
④生物多様性オフセットの有効事例の集積
：生物多様性オフセットを普及させるためには、具

体的事例を集積する必要がある。特に古い事例は変化
が明らかなので教訓となる。

5．国内事例 4）5）6）7）8）9）

水源地環境における生物多様性オフセットの具体的
事例として、湿地の復元を取り上げて、その概要を示
すとともに、BBOPによる生物多様性オフセットの原
則への適合性を検証する。

（1）事業概要
事例として取り上げる事業は、電源開発㈱による奥

只見発電所増設工事（1999年着工、2003年完成）である。
事業は、既設の奥只見ダム（1960年完成）を有効活用
して、地下に新たな発電所及び水路トンネルを設置し
て発電出力を増強するものである。

地下掘削工事により発生する岩ずり（35万m3）の処
分方法について複数案を検討した結果、工事区域内に
ある湿地を利用して岩ずりを埋め立て造成する案が採
用された。しかし、当該湿地には希少性の高い生物種
が分布しており、希少種の保全と湿地の埋立て造成を
両立させるべく、on-siteの生物多様性オフセットとし
て、湿地の復元に取り組んだ事例である。当該湿地の
元の状態を図-2に示す。

図-2 元の湿地環境
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（2）湿地復元
a）保全対象種

当該湿地において、埋立て造成工事の前に環境現況
調査を実施し、希少性の高いトンボ3種の生息を確認
した。これらのトンボ3種を希少性と典型性（地域特
有の生態系を代表する）の観点から保全すべき生物種

（保全対象種）として特定した。
b）湿地環境のゾーニング

保全対象種の分布状況から、湿地及びその周辺を図
-3に示すとおり、3つにゾーニングした。

主に陸域

湿地環境
保全対象種が多い

湿地環境
保全対象種が少い

湿地環境

保全対象種少
湿地環境

保全対象種多
主に陸域

図-3 湿地環境のゾーニング

c）段階的埋立て
3つにゾーニングされた湿地環境に対して、4つの

ステップを踏んで段階的に埋立て造成を行った。
STEP-1：最初に「主に陸域」の場所を埋立て、その

上に新池（新池の面積は、「保全対象種多」の湿地の面
積より大きくする）を造る。（図-4）

STEP-2：「保全対象種少」の湿地から採取した植生
を新池に移植して「復元湿地」を造る。（図-5）

STEP-3：「保全対象種多」の湿地を保存しながら、「保
全対象種少」の湿地を埋立てる。「保全対象種多」の湿
地と復元湿地を併存させて、保全対象種を含めた動物
の分散を図る。（図-6）

STEP-4：植生移植と動物分散の状況を確認し、最
終的に「保全対象種多」の湿地を埋立てる。（図-7）

この段階的埋立て造成は、地下掘削工事に伴う岩ず
り発生に応じて5カ年の工程で行った。（表-4）
d）順応的管理

段階的に埋立て造成工事を行い、湿地を復元するに
際して、図-8に示すとおり、PDCAサイクルを回し

1999年9月

湿地環境

保全対象種少
湿地環境

保全対象種多

埋立

新池

主に陸域

図-4 段階的埋立て（STEP-1）

植生採取

1999年10月

移植

植生採取
移植

復元湿地

図-5 段階的埋立て（STEP-2）

埋立

動物分散

元の湿地

復元湿地

動物分散

2001年6月

保全対象種少の
場所を埋立てる

図-6 段階的埋立て（STEP-3）
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ながら順応的管理（adaptive management）を行った。
順応的管理における計画策定や評価に際しては、湿地
環境や保全対象種の生態に詳しい地元の専門家を加え
て検討を行った。

段階的埋立て工程の中で、特にSTEP-2とSTEP-3は、
元の湿地（保全対象種多）と復元湿地が併存する期間
であり、元の湿地から復元湿地へと植生移植と動物分
散を図れる重要な機会である。この期間をできるだけ
長く（複数年にわたり）設定できれば、移植した植生
が仮にうまく活着しなかった場合でも、翌年に移植方
法を見直して再度、移植を試みることが可能となる。

STEP-2の段階で、復元湿地における1年目に移植

した植生の活着状態が芳しくなかった（図-9）ため、
移植方法等を見直し、2年目に再度植生移植（図-10）
を行って、概ね満足できる活着状態（図-11）となった。
また、STEP-2及びSTEP-3の段階では植生移植とと
もに、元の湿地で保全対象種のヤゴ（幼虫）が生息し
ていそうな底泥を採取して復元湿地へと移動した。

埋立

図-7 段階的埋立て（STEP-4）

1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目

STEP-1 

STEP-2 
STEP-3 
STEP-4 

表-4 段階的埋立て工程

計画・設計
（工事・環境管理計画）

工事
（段階的埋立）

Do

モニタリング

・植生の移植状況
・保全対象種の発生状況
・新池の水質、水位等

Check

評価
（施工方法の見直し）

Action

Plan

PDCA
サイクル

図-8 順応的管理

図-9 復元湿地における植生の活着状態（1年目）

図-10 復元湿地における植生の移植状況（見直し）

図-11 復元湿地における植生の活着状態（2年目）

0

20

40

60

80

100

120

140

1月 7月 1月 7月 1月 7月 1月 7月

エゾイトトンボ

オゼイトトンボ
ムツアカネ

オゼイト
トンボ

ムツアカネ

エゾイト
トンボ

事前調査での
最大確認数

2年目 3年目 4年目 5年目
STEP-2

STEP-3
STEP-4

保全対象種Ａ
保全対象種Ｂ
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図-12 復元湿地での保全対象種の発生状況
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復元湿地における保全対象種の発生状況を図12に
示す。

STEP-4の段階で、埋立て造成により元の湿地はす
べて消失したが、図-12に示すとおり、復元湿地にお
いて保全対象種の確認個体数が増加していることが確
認された。
（3）復元湿地の維持管理

復元湿地は、水深が浅い（最深部約1m）ため、時間
の経過とともに堆積が進行して陸地化することが懸念
された。そうなると、移植した植生や保全対象種が生
息できなくなるおそれがある。そのため、復元湿地完
成後も、地元の専門家とともに年2回のモニタリング
を継続し、必要に応じて堆積進行部分を掘削する等の
対応を行い、復元湿地の環境を保全・維持している。
工事完成から10年経過した時点でも保全対象種の生
息を確認している。（図-13）

図-13 工事完成後10年を経過した復元湿地

（4）BBOP原則への適合性
ここで取り上げた湿地復元（on-siteの生物多様性オ

フセット）を、BBOPスタンダードの原則に照らして、
その適合性を検証した。特に重要と思われる事項につ
いて表-5に示す。

今回の事例（湿地復元）に関しては、表5に示すと
おり、BBOPスタンダードの原則に概ね適合している
が、原則4（ノーネットロス）及び原則5（追加的な保
全の成果）で求められる定量的評価に関しては、最新
の科学的知見に照らして改善の余地があると考えられ
る。

6．今後の課題

生物多様性オフセット現状を踏まえ、今後の課題と
して、特に ①定量的評価、②維持管理の2点につい
て考察を加える。

BBOP 原則 事例（湿地復元）

原則 1. 
ミティゲーション

ヒエラルキーの順守. 
原則 2. 
オフセットの限界

・地下掘削工事により発生する

岩ずりの処分方法について複

数案を検討した結果、回避（他

の場所で処分する）及び最小化

（元の湿地を残して影響低減）

は困難と考えられ、on-site の

代償措置（湿地復元）を採用。

・湿地に生息する保全対象種は

地域特有の環境に依存して脆

弱性が高いと認識。事前の計

画・設計段階で保全対象種の生

態を考慮した工事・環境管理計

画を策定。工事中は順応的管理

を行い、リスク低減に努めた。

【検証】脆弱性を認識し、リス

ク低減に努めており、左記原則

に適合していると考えられる。

原則 4. 
ノーネットロス

原則 5. 
追加的な保全の成果

・復元湿地の面積は元の湿地

（保全対象種多）の面積よりも

大きくなるよう設計した。

・保全対象種の確認個体数は、

元の湿地よりも復元湿地で増

加した。

【検証】予め保全対象種を特定

し、モニタリングによって保全

対象種の増加（ネットゲイン）

を確認したが、設計段階での定

量的評価に関しては最新の科

学的知見に照らして改善の余

地があると考えられる。

原則 6. 
ステークホルダーの

参加

・湿地復元の設計・施工・モニ

タリングにおいて、湿地環境や

保全対象種の生態に詳しい地

元の専門家を加えて、土木工学

と保全生態学の双方の知見を

持ち寄って検討を行った。

【検証】ステークホルダーは限

定されているが、左記原則に適

合していると考えられる。

原則 8. 
長期の成果

・復元湿地完成後も事後モニタ

リングを実施し、必要に応じて

適切な対策を講じた。

【検証】順応的な対応を行って

おり、左記原則に適合している

と考えられる。

原則 9. 
透明性

・湿地復元に関する情報はホー

ムページ（月 1 回）や環境報告

書（年 1 回）で公表した。

【検証】左記原則に適合してい

ると考えられる。

表-5 事例（湿地復元）のBBOP原則への適合性
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（1）生物多様性オフセットの定量的評価
生物多様性オフセットを行う上で、開発事業の残存

影響や代償措置による保全の効果を定量化し、それら
を比較考量することによって、ノーネットロス若しく
はネットゲインであるかどうかを評価することが可
能となる。生物多様性の定量化に関して様々な方法
が提案されているが、ここでは代表的なものとして、
HEP（Habitat Evaluation Procedure）を紹介する。10）

HEPは、「主体」、「質」、「空間」、「時間」の評価視
点を有する。（表-6）

表-6 HEPの4つの評価視点

視点 内容

主体
どんな野生生物のハビタットとして評価対象

を評価しようとしているのか？

質
主体にとってどのような質を有したハビタッ

トか？

空間
主体にとってどれだけの広さで、どういう配置

のハビタットか？

時間
主体にとっていつからいつまでの期間をハビ

タットとして利用できるのか？

ハビタット：野生生物の生息環境

a）「主体（評価種）」の評価
主体（評価種）は、生物多様性オフセットを行う際

の保全すべき目標となる特定の野生生物種のことであ
る。評価種は、①希少性が高く保全すべき種（希少性）、
②地域特有の生態系を代表する種（典型性）等を考慮
して選定する。

今回の事例（湿地復元）で言えば、希少性と典型性
の両面を考慮して、評価種（保全対象種）を選定して
いる。
b）「質」の評価

選定した評価種が生存できる必須条件としての環境
要因（ハビタット変数）と、その環境要因の中で生存
に適した条件（ハビタット適性）を把握する。

今回の事例（湿地復元）で言えば、湿地の水温、水深、
植生、底泥等の環境要因がハビタット変数であり、保
全対象種がその環境要因の中でどのような状態を好む
のかがハビタット適性である。事前の設計段階で評価
種（保全対象種）のハビタット変数とハビタット適性
に関する知見が不足していたため、「質」の評価がや
や不十分であったと考えられる。ただし、湿地復元の
実施に当たり、PDCAサイクルによる順応的管理を行
うことにより、事前の設計段階での知見不足を補って
いる。

c）「空間（面積）」の評価
生物多様性オフセットを行う場合に、同じ「質」を

有するハビタットに関して、失われるハビタットと復
元されるハビタットの空間（面積）を比較する。

今回の事例（湿地復元）で言えば、元の湿地（「質」
の観点から保全対象種が多い湿地）の面積よりも復元
湿地の面積が広くなるよう設計しており、「空間」の
評価は概ね満足できるものと考えられる。
d）「時間（期間）」の評価

生物多様性オフセットによる保全の効果が現れるの
に一定の時間を要することがあり、時間経過に伴う保
全の効果を定量的に示すことが望ましい。

今回の事例（湿地復元）で言えば、on-siteの代償措
置として、元の湿地と復元湿地を併存し、その併存期
間をできるだけ長くすることにより、評価種（保全対
象種）が双方のハビタットを行き来して世代交代が円
滑に図れるようにしているが、その効果を事前の設計
段階で定量的に予測してはいない。

以上、5章で扱った湿地復元の事例を参照しながら、
HEPの4つの評価視点を見てきた。特に留意すべき点
として、評価種が希少種で、その生態に関する情報が
不足している場合には、「質」を評価することは容易
ではないと思われる。

このように事前の設計段階で、完全な定量的評価を
行うことが困難な場合に、なお定量化への試みに努め
ることは当然としても、併せて、①実施段階での順応
的管理によるリスク低減、②専門家を含めたステーク
ホルダーの参加による合意形成、の2点が重要と考え
られる。

（2）生物多様性オフセットの維持管理
HEPの評価視点の一つに「時間（期間）」があるよう

に、開発事業に伴う影響や代償措置の効果について、
長期間にわたって評価していく必要がある。代償措置
によって創出した新たなハビタットは、開発事業（工
事）が終了した後も、時間経過とともに変化していく。
その変化をモニタリングしながら、必要に応じて対策
を講じること、つまりPDCAサイクルによる順応的管
理に基づく維持管理を行うことが重要である。

しかし、このような維持管理をいつまで行うべきで
あるかは費用面のこともあり、一概に言うことは難し
い。維持管理の期間について、ケースバイケースでは
あるが、ステークホルダーの参加による合意形成が図
れることが望ましいと考える。
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7．おわりに

BBOPスタンダードは、ミティゲーション・ヒエラ
ルキーとして「回避」、「低減（最小化）」、「代償」の順
に優先することを求める一方、ネットゲインが得られ
るよう努力すべきであるとしている。「回避」と「低
減（最小化）」はノーネットロスを達成することはでき
てもネットゲインを実現することはできない。新たな
環境を創出する「代償」によってのみ、追加的な保全
措置によるネットゲインが得られることにも注目した
い。

本稿で紹介した湿地復元の事例について、ネットゲ
インに焦点を当て補足して説明すると、on-site ／ on-
timeの代償措置として湿地を復元（5章で説明）した
後に、off-site ／ off-timeで新しい池を造るとともに、
新池の周辺部に当該地域の代表的な植生であるブナを
植栽するなどの対策を行っている。このような追加的
な保全措置を講じることによって、保全対象種は復元
湿地を経由して新池まで生息域を拡大させている。ま
たブナの植栽によって将来的には、事業前に比べてよ
り豊かな自然が創出されることが期待されている。こ
のような代償措置の事例は、ネットゲインを得るため
の方法として参照できるだろう。

国内外で必要かつ重要な開発事業を行う場合に、代
償措置が不可避であるなら、ネットゲインを得られる
ような追加的な保全措置を含めた環境保全対策を考慮
すべきであると考える。

その際に特に重要な視点は、①事前の定量的評価、
②ステークホルダーの参加による合意形成、③順応的
管理に基づく工事管理及び長期的な維持管理の3点で
あることを指摘しておきたい。
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